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はじめに

高等言語教育研究所長 江澤 照美

本研究所は 『ことばの世界』 を研究所年報として平成 20 年(2008)年度に第 1 号を刊行した。
以降、研究所員や研究会発表者が投稿した論文・研究ノート・実践報告の他、研究所が主催ま

たは支援する活動の報告を掲載してきた。通算第 8号となる本号には、論文 3編、実践報告 1編、
資料 1 編のほか、本研究所の各部門の活動報告を掲載した。今年度の本研究所の活動にご参
加およびご協力いただいたすべての皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げる。

平成27年(2015)年度の本研究所が実施した事業は以下の通りである。それぞれの活動内容の
詳細については、本号の活動報告のページをご参照いただきたい。

1．公開講演会の開催
2．言語教育研究会の開催
3．多言語競演レシテーション大会の開催
4．外国語多読用図書の充実
5．外国語授業改善研修会の開催
6．学生自主活動支援

昨年より実施した事業の数は減っているが、いずれも本研究所設立当初から、あるいはここ数

年来継続して行っている活動ばかりである。今年度も研究所運営委員の全面的な協力を得て無

事開催することができた。

さて、本学内ではすでに周知のことであるが、8 年間続いた本研究所は学内の研究体制の見
直しにより、今年度末をもって閉鎖されることになった。代わって来年度4月からは通訳翻訳研究
所が本学外国語学部所属の研究所として新たに開設される。

以上の事情により、今年度は上記の事業の実施に加えて、これまで続けてきた本研究所事業

の継続や廃止について審議を重ねる必要があった。新研究所や他の部署に引き継ぐ事業もあ

れば、今年度限りで終了する事業もある。すべての事業を継続できないのは残念に思う。

しかしながら、この最後の 2年間研究所長をつとめ、その他通算 4年間運営委員として本研究
所に関わってきた筆者の私見では、この 8年間に本研究所が支援し、外国語学部の教員や学生
が行った教育中心の活動の実績は間違いなく、学部教育の質の向上に貢献したと断言できる。

個人的に本研究所に特に感謝したいのは、全国の大学に先駆けてのスペイン語の多読活動立

ち上げに対する本研究所の支援と協力である。先行して活動を行っていた英語と共にスペイン

語でも多読活動を始めたことにより、長久手キャンパス図書館に多読図書コーナーや閲覧スペ

ースが設置されたのは本研究所の成果の一つである。

毎年大学祭 2日目の開催が恒例となった多言語競演レシテーション大会も行事として定着し、
出場する学生の活躍ぶりを見るのが毎年楽しみであった。レシテーション大会については来年

度以降の活動継続を決定済みであり、開催主体が替わっても、今後も学生と教員が一丸となっ
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てすばらしい本番のパフォーマンスを披露してくれることを期待している。

最後に、この刊行物 『ことばの世界』についてお知らせする。

高等言語教育研究所は今年度末をもって閉鎖されるため、研究所年報としては最終号となるが、

発行主体を変更して継続される可能性がある。(現時点では未定)
なお、本研究所年報としての第 1号から第 7号までは、本学の学術リポジトリにデータを移行し
たので適宜ご参照いただきたい。本号に査収されているデータは刊行より 1年後に移行される予
定である。

来年度から開設される通訳翻訳研究所の成功と発展を願いつつ、これまで本研究所の活動を

支えて下さった歴代の学部長、各部門選出の委員の皆様、運営委員の皆様、そして学務課職員

の皆様に心から感謝の意を伝えたい。8年間どうもありがとうございました。

愛知県立大学 学術リポジトリ https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/
「研究所」 → 「ことばの世界」を参照

平成 27年(2015年)度 研究所会議構成員

研究所長

外国語学部長

教育研究審議会委員

江澤 照美

吉池 孝一

竹中 克行

（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻）

（中国学科）

（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻）

および下記の運営委員

英語教育部門

日本語教育部門

CALL / ICT 部門

宮浦 國江

東 弘子

大森 裕實

（英米学科）

（国際関係学科）

（英米学科）

運営会議構成員（運営委員）および担当

研究会・講演会

レシテーション大会

『ことばの世界』編集

学生自主学習支援

担当職員

人見 明宏

東 弘子

エレノア・ロビンソン山口

佐藤 久美子

大森 裕實

月田 尚美

山田 登志子

（ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻）

（国際関係学科）

（英米学科）

（ヨーロッパ学科フランス語圏専攻）

（英米学科）

（中国学科）

（学務課）

研究所ウエブサイト http://www.for.aichi-pu.ac.jp/gengoken/index.html
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論文 

大学言語教育観に適応する 
多元的学習英文法の新展開 

New Perspectives on Development of an English Grammar for Learning 
in the Advanced Language Education 

 
愛知県立大学 大 森 裕 實 
愛 知 大 学 北 尾 泰 幸

愛知教育大学 今 井 隆 夫

Abstract 
This article presents three new approaches to Pedagogical English Grammar on the basis 
of research into English Pragmatical Speechology, Generative Grammar, Information 
Structure, Cognitive Linguistics, and L2 motivation.  The first approach tries to establish 
a communicative grammar learned in context, through the integration of spoken with 
written grammar.  The second approach is mainly based on the deep knowledge and 
viewpoints cultivated by Generative Grammar as well as semantics in information 
structures, as applied to English grammar for advanced learners.  Lastly, the third 
approach focuses on schematization and instantiation, two of the major conceptual tools in 
Cognitive Linguistics, which would promote L2 learning, and as a result leads to the 
enhancement of motivation among university students.  As Yasui (2012) points out, since 
almost all expressions in English can be divided into two types, ‘congruent form’ and 
‘grammatical metaphor’, the mental procedure of converting ‘grammatical metaphor’ to 
‘congruent form’ is important in interpreting English expressions, and should be 
incorporated into the learning process of Pedagogical Grammar, which is justified to be 
significant no less than Scientific Grammar. 

キーワード：語用論的音声学，生成文法，情報構造，認知言語学，学習文法，言語的洞察 
Keywords ： Science of Speech in Pragmatics, Generative Grammar, Information 

Structure, Cognitive Linguistics, Pedagogical Grammar, Linguistic Insight 
 
緒言 
本稿では、日本人英語学習者にとって、大学英語教育において扱うことに意味があると考えら

れる文法(言語知識)について考察する。大学英語教育と一口に言っても、大学生の多様化という
現在の環境では、その内容は多岐に亘る。確かに、高校までの経験の焼き直し的英語授業に物

足りなさを感じている大学生が少なくないことも事実ではあるが、新たな事項はもとより、既習の事

項でも違った視点から学べば、そこにみずから学びの意味を見出し、有意義に感じるものである。

このような背景を念頭に置き、本稿執筆者 3名がそれぞれの立場から、背景となる学問知を活か
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して、大学英語教育で扱うことに意義があり、学習者の言語的洞察を深化できると考えられる文

法(言語知識)教育のモデルを提示し、ともすると画一的に陥りがちな学習英文法に対する多元
的な方略について記述する。 
第一節(大森)では、機能主義言語学及び語用論的視点から、音声文法の構築とその応用に

ついて考察する。従来の「英文法論」では、文脈を意識せずに、達意の英文を構成する規則の

習得に専念する傾向が強かったが、本稿においては、発話を意識した文意の違いを文法の確か

な一部として学習するために、A Communicative Grammar of Englishを参考に、音声情報
記述による practical grammarを検討する。第二節(北尾)では、生成文法の知見と文末焦点な
どの情報構造の考えを導入することにより、英語母語話者が持つ英語の感覚を学習者に理解さ

せる術について考察する。高等学校までの学習英文法では扱われない英語母語話者が持ちあ

わせる言語的直観を、上述の理論的枠組みから探り出すことができることを示す。第三節(今井)
では、認知言語学の特徴的な道具立ての一つである、スキーマ化と事例化及びフレーム知識の

概念に基づき、アナロジー力を活性化することで、学習者が新たな視点を獲得し、文法を十分に

理解できることを考察する。また、学習者が enjoyable かつ valuable であるという意識に立脚し
てこそ、英語学習に対する動機づけが図られることについて、「自己決定理論」を参照して実施し

た意識調査結果から明らかにする。 
 
1. 音声文法の構築と応用――Lower MiddleからUpper Middle Learnersへ 
人口に膾炙する英文法とは、文字情報に依存した読み書きのための英語能力を支える、いわ

ば Literal Competence を対象にしている。当然のことながら、英文が使われる読みの文脈
(Context)においてこそ、その意味は正しく解釈される。従って、文脈から当該文を剥離して、そ
の解釈を試みることは、初級中級学習内容程度であれば容易だが、上級学習内容ともなると、そ

れは至難の業となる。換言すれば、英文法の例文や練習問題を解く作業は、実は、当該例文の

使われる場面を脳裡に再構築する作業を行なっていることに他ならない。他方、英語音声学の

知識といえば、音声情報に依存して、聴き話すための英語能力を支える、いわば Oral-Aural 
Competence を一般に意味していることは明らかであるが、これもまた、別個の学科目として、大
学英語教育のカリキュラムに存在する。しかし、翻って考えてみると、当該文が使用される文脈の

再構築にとって必要な音声情報に関する知識が、眞の意味で、実践的で正確な言語運用を裏

打ちする文法知識の枢要な位置を占めるという、明治期から大正期にかけて当然視された英文

法教育における正則主義的かつ機能主義的観点が大戦後 70 年間に十分に認識されてこなか
ったのではないかという疑念がある。 
そこで本節では、文法知識の記述と音声知識の記述とのインターフェイスは何かということ、ま

た、それを体系化した Communicative Grammar記述の可能性について、いくつかの事例を
参考に考察し、中上級学習文法への応用を考究する。 
 
1.1 音声情報の基本と可視化 
超文節音素(Suprasegmental Phoneme)への注意喚起とその重要性の強調は、プロソディー

(Prosody)の獲得に大きな役割を果たすが、学習文法の観点からは次の 2 点に集約される――①
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前者①の習得は、英語の句構造における強勢附与の原則は、英語音声学・音韻論の知識の

一部として、「通常の自然な発話では、内容語(content word)(名詞、動詞、形容詞、副詞)に強
勢が置かれる」ことを意識させ、韻律理論(Metrical Grid Theory)に基づいて示すと例(1)のよう
になり、S(= strong)マークの強音節の積み重なりの最も大きい部分に最大強勢が置かれること
を明らかにする。この音声情報は、英語は「文末焦点化 (end-focus) 」 「文末重点化
(end-weight)」の言語であると、従来から Written Grammar が指摘してきたことと合致する１。

換言すれば、特定コンテクストから離れて、無標形(unmarked form)の場合に「文末にくる内容
語に最大強勢が置かれる」ということを意味している。 

(1) twenty places further back 

 
(Roach 2002: 109) 

また、後者②の習得は、英語の自然なリズムを生成するには、次の例(2)(3)のように、意味の

単位(sense group)と発話の単位(breath group)が異なることを意識させる。 
(2) |Walk |down to the |path to the |end of the ca |nal|  (5 feet) 

1        2           3           4        5 
(3) Com | puters con | sume a con | siderable a | mount of | money and | time | (6) 

           1           2           3           4          5        6 
これらの音声知識を定評のある学習参考書に附加することにより、高校生レベルの初級～中

級学習者への可視化情報による応用が容易に可能となることを示す――例(4)(5)。 
(4) I make it a rule to draw a line between public and private affairs. [137] 

⇒ I make it a rule to draw a line between public and private affairs. [rev.] 
(5) I take it for granted that he will agree to my plan. [139] 

⇒ I take it for granted that he will agree to my plan. [rev.] 
(岡田 20012: 195-96 改) 

 
1.2 連続発話(Connected Speech)における脱強勢化(De-accentuation)――基本から発展

へ 
上掲の基本は重要だが、実際の英文の発話は、談話(discourse)の中で生じるため、特定コン

テクストから離れて、意思伝達が行なわれることはない。そこで、次の例(6)のように、強勢附与の
変更――文末にくる内容語が旧情報の場合には、そこから左へ 1ランク低い強音節をもつ内容
語(新情報)に強勢附与が移動するという、原則からの逸脱、換言すれば、脱強勢化
(de-accentuation)が生じる。 

(6) a. I’m HUNgry.―― b. You’re ALways hungry. 
(7) a. Do you like RAW TUna?―― b. I’ve never TRIED raw tuna. 
(8) a. Do you like my NEW GLASSES?―― b. I didn’t notice you’d GOT new glasses. 

(Ashby’s Material 2011改) 



12

4 
 

ここ十数年、ロンドン大学(UCL)において開催される英語音声学セミナーで Michael Ashby 氏が
音声指導に組み込む「情報構造に着目した、旧情報の強勢の脱落と新情報への強勢の附与

(de-accenting old information)」という談話構造に立脚した視点及びそのトレーニングは注目に値

する――語用論的音声学の萌芽がここに看取できる。 
こうした中上級学習者向けに脱強勢化現象を取り扱う一般の音声学書や文法書は意外なほど

少ないが、D. R. Ladd (1978) The Structure of Intonational Meaning: Evidence from 
English. は貴重な情報を提供してくれる２――Laddでは“Default Accent”として説明されるが
(1978: 81-83)、ここで Laddの指摘する事例を一つ確認しておく。 

(9) a. Has John read Slaughterhouse-Five?―― b. No, John doesn’t READ books. 
(Ladd 1978: 81の表記を改) 

この例(9)では、最初の発話 aにおいて、Slaughterhouse-Five という書名が一度言及されて
いるため、それを受けた bの発話では、同種の意味内容をもつ booksが旧情報扱いとなり、1つ
左前の動詞 read が“Default Accent”を獲得するという説明が成り立つ。この原理は、上掲の 3
つの事例(6)(7)(8)についても通底する３。 
一般的に、英語音声指導において、分節音素(segmental phoneme)を超えた強勢リズム

(stress-timed rhythm)及び等時性(isochrronism)の理解と習得、加えて、抑揚(intonation)
のもつ重要性――文型の識別と話者の心的態度(attitude)への理解を強調し、超分節音素
(suprasegmental phoneme)の学習に結びつけることは、英語らしさの獲得にとって不可欠であ
り、中上級学習者に対してよく行なわれるところであろう。しかし、一歩進んで、談話(あるいは対
話)の中でやり取りされる音声情報、換言すれば、語用論的音声情報の意味(効力)を体系的に学
ぶ機会が提供されることは少ない。本項における視点は、活きた英語をとらえる文法記述にとっ

て、極めて有意義であることを強調しておきたい。 
 
1.3  文構造と音声情報 (Phonological Information) 
1.3.1  複文における従属節 
一般的な学習英文法において、時・理由・条件・譲歩などを表わす従属節を伴なう複文の場合

に、従属節が左移動(前置)した文構造が可能であること、また、そうした複文がしばしば見受けら
れることはよく指摘される。その場合の情報構造の違いについては、次節に委ねるとして、本項

では、その場合に当該文が取る抑揚(intonation)について記述しておきたい。次の例(10)は、
英語音声学書からの抜粋であるが、いずれも、下降上昇調(Fall-Rise) [Br.E] あるいは水平調
(Level)[Am.E]と呼ばれる特有の韻律を示す。そのような音声情報を文法記述の際に盛り込むこ
とができれば、眞の意味でのWritten & Spoken調和型の実践英文法が提示できるであろう。 
(10) a. If you don’t leave now,⤵⤴ I’m calling the police. ⤵ 

b. When the war ended, ⤵⤴ she was forty years old. ⤵ 
c. Since she started a diet, ⤵⤴ she’s lost over 8 kilos. ⤵ 
d. Although the car is old, ⤵⤴ it still runs well. ⤵ 
e. No matter what the reason is, ⤵⤴ most people do not want to leave their naive 
 country. ⤵ 

f. If you want to learn English, ⤵⤴ you should try to speak it all the time. ⤵ 
(杉森 1997: 122の表記を改) 
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1.3.2  構造的曖昧文 1――否定の射程 (Scope of Negation) 
次のような構造的曖昧性(structural ambiguity)をもつ文は、生成文法の構成素統御

(C-command)に関連する演算子(operator)の作用域の問題として取り上げられ、当該理論の説
明力の高さを証明する。 
(11)   Mike did not marry Nancy because she was a highbrow. 

     a. It was NOT the case that Mike married Nancy because she was a highbrow. 
b. It was because she was a highbrow that Mike did not marry Nancy. 

上掲例文(11)の場合、because に導かれる従属節の階層構造的位置について 2 種類の可能
性があり、それが意味解釈(11 a.)「MikeはNancyがインテリだったから結婚したわけではない」
と、意味解釈(11 b.)「MikeはNancyがインテリだったからNancyと結婚しなかった」を生む。つ
まり、この違いは、(11 a.)は否定辞 notの作用域が文末まで(because節まで)及んでいるが、(11 
b.)は従属節(because節)が否定辞 notの作用域に入らないことに起因する。従って、1.3.1節で
指摘した従属節の左移動(前置) “Because she was a highbrow, Mike did not marry 
Nancy.” が可能となるのは、(11 b.)の意味解釈の場合のみとなる。 
確かに、こうした階層構造による説明には首尾一貫性が認められ、有益な解析であることに間

違いはないものの、残念ながら、そこに活きた言語のもつ勢力 Drang が感じられない４。それは

おそらくは、発話者と聴者が共存する場面に必要な音声情報が欠落しているからであろう。 
同様の例文に一部音声情報を附加してみよう。 
(12) a. Mary did not leave home because she was afraid of her father.//⤵⤴ 

     b. Mary didn’t leave home / because she was afraid of her father.//⤵ 
上掲の例(12)中の「 / 」は“sense group”の切れ目を表わし、「 // 」は“breath group”の切れ

目を表わす。従って、(12 a.)の場合に because節を前置することはできないが、(12 b.)の場合に
は可能である。また、否定辞の縮約形(‐n’t)の使用は(12 a.)の場合には不可である――(12 a.)
の場合の否定辞 notの意味情報量は大きいため、音声情報量も必然的に重くなる。 
こうした文法記述における音声情報の重要性に気づいた先駆的文法書に Leech & Svartvik, 

A Communicative Grammar of English (1975)がある。それ以後に、それに取って代わる文
法書は上梓されてはいない―― Biber, D. et al., Longman Grammar of Spoken and 
Written English (1999)の記述と編纂にGeoffrey Leech (1936-2014)は十分な貢献を果たし
て、各章における Language in Useの側面や Chapter 14: The Grammar of Conversation
に話し言葉情報を入れ込むことに成功してはいるが、残念ながら、実用性の高いA Communi- 
cative Grammar とは趣を異にした文法書である。A Communicative Grammarの真骨頂は、
次のような文法記述の工夫に見受けられる。 
(13) a. They weren’t at home for the whole dăy. 

        (It’s not true that they were at home for the whole day.) 
b. They weren’t at hóme | for the whole dày. 

    (For the whole day, they weren’t at home.) 
(Leech & Svartvik 1975: 120の表記を改) 

 
1.3.3  構造的曖昧文 2――比較構文 (Comparative Structure) 
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前項で述べた構造的曖昧文の別事例として、比較構文はしばしば問題となる。文字情報だけ

では、何と何が比較され、どこが省略されているのかについての手懸りの提示が稀薄であるから

である。 
(14)   John likes Mary better than Nancy. 

 a. John likes |Mary better than [John likes] |Nancy. 
 b. |John likes Mary better than |Nancy [likes Mary]. 

例文(14)に対する通常の日本語訳「ジョンはナンシーよりもメアリーが好きだ」もまた曖昧文で
ある。よく考えてみると、(14 a.)では、動詞 likesの対象(目的語)2つが比較されており、「ジョンは
メアリーと比べるとナンシーのほうが好きだ」という意味解釈となるが、他方、(14 b.)では、動詞
likesの動作主(主語)2つが比較されており、「ジョンがメアリーを好きな程度は、ナンシーがメアリ
ーを好きな程度よりも大きい」という意味解釈を許す。日常的な経験からは、(14 a.)の意味解釈
のほうが無標形(unmarked form)で一般的であると認知され、(14 b.)の意味解釈は有標形
(marked form)で特殊であると認知される傾向が認められる。そのため、文字情報による従来の
学習文法記述では、(14 b.)については、“John likes Mary better than Nancy does.”のように、
代動詞 do を than に導かれる従属節中に入れて、Nancy が主語であることを明示する。あるい
は、斜字体を用いて、“John likes Mary better than Nancy.”と表記する工夫は可能であり、文
芸作品やその他の英語 passageでもよく見受けられる。 
しかし、(14 a.)や(14 b.)に示したように、強勢マーク「｜」を附与するというような、極めて簡単な
音声情報附加によって、意思伝達に適った英文法記述を可能とし、構造的曖昧性を考慮したり、

同一事象をとらえる際の視点の違いを意識する心的態度の涵養に寄与することができる。 
 
1.3.4  構造的曖昧文 3――副詞 onlyの位置と文意 
副詞 onlyの用法に関して、日本人学習者に誤解の多いことは Petersen (2013:105-20)に指

摘のあるところである――副詞onlyの位置について、「基本的には(onlyは) 修飾する語の直前
に置かれる」という原則があるという。 
しかし、次のような事例は、構造的曖昧性をもつ。 
(15)  Adam only repairs guitars.         (Petersen 2013: 115) 
この例文の文字情報だけでは、副詞onlyが動詞repairsを修飾する意（「アダムはギターを修

理するだけだ」）なのか、副詞 only が動詞句内目的語の guitars を修飾する意（「アダムが修理
するのはギターだけだ」）なのかについては、判然とはしない。これも文芸作品等であれば、前者

の意味解釈なら“Adam only repairs guitars.”（= As for guitars, Adam only repairs them. / 
Adam only repairs guitars; he never plays them.）、後者の意味解釈なら“Adam only 
repairs guitars.”と斜字体で表現することは可能である (Petersen 2013: 116)。 
しかし、この場合でも、音声情報を文字情報に附加することができれば、意思伝達に適った英

文法記述が容易に可能となるのである。 
(15) a. Adam only |repairs guitars. 

b. Adam only repairs |guitars. 
 
1.3.5  ポライトネス(politeness)を意識した Tact Grammar 
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には特段の関心が払われてきたといえる。そうした側面を意識して記述する文法を Tact 
Grammar / Discourse Grammar と呼んでもよいが、Leech & Svartvik (1975) には「如才な
さ」を喚起する否定疑問文の使用についての興味深い説明が看取される。 
(16) a. Won’t you come in and sit dówn? ⤴ 

b. Couldn’t you possibly come anŏther day? ⤵⤴ 
(Leech & Svartvik 1975: 147の表記を改） 

例文(16)は、要請(request)という心的態度を伝えるための丁寧表現であるが、まず、「如才な
さ」を具現化するために、(16 a.)のように、法助動詞の過去形が使われることが多い。次の手段と
しては、聞き手が yesの答えをすると十分に予期しながら、否定疑問形が使われる――この疑問
形は、否定的回答を期待するものではない。そうすることにより、「試しに尋ねてみる(tentative)」
といったニュアンスを減滅させ、むしろ「説得的な含意(persuasive)」を聞き手に与える効果があ
る。このようにして、例(16 a.)は「お入りなって、お座りになりませんか」、(16 b.)は「別の日にお越
しにはなれませんか」という意味解釈を許すことになる。 
さらに、相手の誘いに対する丁寧な断り(polite refusal)についても、韻律情報を伴なった次の
例が参考になる。 
(17) a. Are you doing anything tomorrow évening? ⤴―― b. Nó. ⤴―― a′. Then per- 

haps you’d be interested in joining us for a meal at a restaurant in tòwn.⤵―― 
     b′. Well, that’s very kĭnd of you⤵⤴－ but I’m afraid I have already arranged/ 

promised to … What a pìty,⤵ I would have so much enjŏyed it.⤵⤴ 
(池上 1998: 262-3の表記を改) 

特に、ポライトネス表現はコンテクストの中において初めて機能するものであるため、その学習

に際して、当該コンテクストを頭の中で再構築して意味解釈を行なう必要がある。そのために、音

声情報は不可欠な要素であると言わざるを得ない。そうした音声情報は、通常は、学習者の経験

的知識から導き出されるものであろうが、英語使用の実体験に乏しい(外国語としての)英語学習
者にとっては、学習英文法の中で提示されなければ、当該コンテクストの再構築は困難を極める。

このように、文字情報に対する音声情報の附加という手法は、学習者に余分な負荷を加担する

働きをするのではなく、結果的に、学習者の負荷を軽減することに寄与するものであるといえる。 
 
1.4  談話の指標(Discourse Marker)とプロソディー(Prosody) 
ここでいう談話(discourse)とは、伝統文法でいう連文(connected speech)に相当するが、

Swan (20053:§157)の定義する“pieces of language longer than a sentence”を意味し、そこ
には、話しことば表現も書きことば表現も含まれると考えてよい。談話の指標(discourse marker)
には、さまざまな機能をもつ副詞類(adverbials)が考えられる――1. focusing and linking 
(with reference to 類)；2. balancing contrasting points (on the other hand 類)；3. 
emphasising a contrast (however類)；4. Similarity (in the same way類)；5. concession 
and counter-argument (it is true, all the same類)；6. Contradicting (on the contrary類)；
7. dismissal of previous discourse (at any rate類)；8. change of subject (by the way類)；
9. return to previous subject (as I was saying類)；10. Structuring (first of all類)；11. 
adding (moreover 類)；12. generalizing (on the whole 類)；13. giving examples (for 
instance類)；14. logical consequence (as a result類)；15. making things clear, giving 
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details (that is to say類)；16. softening and correcting (in my opinion, I mean類)；17. 
gaining time (let me see類)；18. showing one’s attitude what one is saying (honestly
類)；19. persuading (after all 類)；20. referring to other person’s expectations (as a 
matter of fact類)；21. summing up (in conclusion類) [本分類は Swan 20053: §157参照]。 
しかし、本節でこれらすべてを扱うことは紙幅の関係上困難であるので、ここからは、いわゆる

文副詞類(sentence adverbials)に特化して、考察を進めることにする。Leech & Svartvik 
(1975: §479)に依拠すれば、文副詞類は、話者が述べている内容についての話者自身の評言
(comment)を伝える機能をもつと定義され５、そうした機能をもつ副詞類には次のようなものがあ

ると列記されている―― admittedly, certainly, definitely, indeed, surely; perhaps, 
possibly; in fact, actually, really; officially, superficially, technically, theoretically; 
fortunately, hopefully, luckily, naturally, preferably, strangely, surpris - 
inglyなど。 
ほとんどの文副詞類の通常位置は文頭であり、話しことば(spoken)では音調単位(tone unit)
で後続部と区切られ、書きことば(written)では読点(comma)で後続部と区切られる。 
(18) a. (written)  Obviously,     they expect us to be in time. 

b. (spoken)  Ŏbviously⤵⤴ |  they expect us to be in tìme.⤵| 
(Leech & Svartvik 1975: 202の表記を改) 

これに倣って、Leech & Svartvik (19942::§463)で挙げられた例文に韻律情報を附加した表
記モデルを示して、参考に附す。 
(19) a. Cěrtainly⤵⤴|her French is very flùent.⤵| 

b. Of cŏurse⤵⤴|nobody imagines that he’ll ever repay the lòan.⤵| 
c. Strangely enŏugh⤵⤴| his face reminds me of Miss Pèters.⤵| 
d. Sŭrely⤵⤴| no other novelist can give such a vivid descrìption.⤵| 
e. Unfŏrtunately⤵⤴|that is an oversimplification of the pròblem.⤵| 

結局のところ、本節で考察の対象とした談話の指標は、相当幅広い範囲に及ぶため、その機

能との関連において、統語情報（副詞類の位置の制約）とならんで韻律情報 (intonation 
pattern)が意思伝達に重要な役割を演じることを強調しておかねばならない。例えば、actually
という談話の指標は上掲 Swan分類 20に属するが、その機能はさまざまである。 
(20) a. Did you enjoy your holiday?―― b. Very much, actually.⤵ 
(21) a. Did you enjoy your holiday?―― b. The weather was awful.  Actually, the 

campsite got flooded and we had to come home. 
(22) a. How was the holiday?―― b. Well, actually,⤵⤴ we didn’t go. 

(Swan 20053: § 157の表記を改) 
例文(20 b.)の場合は、相手が推測していることが当っていること(somebody guessed right)を

示す強意表現であり、(21 b.)の場合は、附加的情報を導入するために(to introduce additional 
information)使われる指標となっている。それとは対照的に、(22 b.)の場合は、回答が予想外
の結末であったこと(expectations were not fulfilled)を提示する指標となっており、その抑揚は
典型的な下降上昇調(Fall-Rise)となるであろう。 
こうした韻律情報の現代的実例は TED Talkの利用により、教育現場で提示することが可能と

なる。長谷部陽一郎 (同志社大学准教授) が開発した TED Corpus Search Engine (TCSE) 
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[http://yohasebe.com/tcse]を活用すれば、例えば文頭に位置する談話指標を提示して、動画
音声とともに、vivid picture として学習者の記憶に留め、理解を深めることに成功するであろう。 

TCSE の Advanced Search 機能を使い、＾surprisingly で検索をかけ、次の(23)(24)(25)
のように、動画＋音声＋スクリプトをURLからon timeで提示することが効果的であると思われる
が、その検証は今後の課題としたい。 

(23)Surprisingly, research shows that sometimes people who deny their illness live 
longer …        [http://yohasebe.com/tcse/v/ted/2044/segment/197/0/1/f/f/16/100] 

(24)Surprisingly, origami and the structures that we've developed in origami turn out 
to have …        [http://yohasebe.com/tcse/v/ted/321/segment/255/0/1/f/f/16/100] 

(25)Surprisingly, agriculture is the biggest contributor to climate change … 
[http://yohasebe.com/tcse/v/ted/1412/segment/354/0/1/f/f/16/100] 

 
1.5  結論 
本稿では、Written GrammarとSpoken Grammarの融合を目指し、眞の意味で、コミュニケ
ーションに役立つ英語文法を構築するための端緒として、文脈(context)の中で英語表現の機能
をとらえ、それを記述することを試みた。20 世紀後半から今世紀にかけて、社会言語学、語用論、
談話分析及び談話文法の研究成果には著しいものがある。しかし、学問が発展すればするほど、

研究分野が専門性を強め、より深く細分化される傾向にあり、大局的な見地から、音声研究の知

識が文法記述に反映されているとは言えない状況は、何とか解決されなければならない課題そ

のものであろう。それにもかかわらず、A Communicative Grammar of Englishの公刊以来、
そうした要望に応える、Tact Grammar と呼ぶことのできる実用的な英文法書の存在は、寡聞に
して知らない。 
本論考で扱った「情報構造に基づく脱強勢化の原理」「従属節の前置と韻律」「否定の射程と韻

律」「丁寧表現と韻律」「談話指標と韻律」は、いずれも音声情報を文字情報に載せることにより相

乗効果を増す文法記述の好例であり、今後の当該分野発展のための道標的役割を果たしてい

る。 
 
注 
1 文末焦点化(end-focus)及び文末重点化(end-weight)については、Randolph Quirk, et al., 
A Grammar of Contemporary English (1972: §14.8) 及び A Comprehensive Grammar 
of the English Language (1985: §§18.3-18.9) に詳しい。 
2 D. R. Ladd (1978)の著作については、同僚の熊谷吉治准教授(愛知県立大学外国語学部)か
らのご教示に依る。特記して、謝意を表する。 

3 今井邦彦(1989)『新しい発想による英語発音指導』pp. 164-165では、Ladd説に拠らず、コン
テクストから意味が希薄になっている read books という句に対して、特に意味希薄な readという
動詞に強勢を置くことにより、「発話の強化」を図るためであると説明する――「ジョンていう奴は

そもそも本を読むということをしない男なんだ」。 
4 この表現は、泉井久之助博士(1905-83)がサピア(Edward Sapir, 1884-1939)が著わし 
た Language (1921)の中で提唱した Drift 説を評する際に、ソシュール(Ferdinand de 
Saussure, 1857-1913)の言語観と対照して使用した言評である「Edward Sapir－その 
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Languageを中心として」『英文法研究』3巻 1号, pp. 2-7 (1960)参照。生成文法(Generative  
Grammar)といえども、構造主義言語学を出自としていることの証である。 
5  Leech & Svartvik (1975/19942)では話し手の“comment”（論評）機能と表記されている 
が、本稿筆者としては、そうした副詞類が法助動詞で代替されることを考慮に入れると、“assess- 
ment”(査定)機能と表記したほうが適していると考える。 
 
 
2.  動詞を中心に据えた文法指導―動詞の項選択および文末焦点― 
本稿では、生成文法理論の知見と文末焦点などの情報構造の考えを導入することにより、英語

母語話者が持つ英語の感覚を学習者に理解させる術について考察する。高等学校までの学習

英文法では扱われない英語母語話者が持ちあわせる言語的直観を、上述の理論的枠組みから

探り出せることを示す。 
 
2.1  学生の文法的誤りと学習英文法における五文型の弊害 
英語学習者が犯す文法的間違いには様々なものがある。その一例として、動詞の選択制限に

まつわるものが挙げられる。次の (1ae) を参照されたい。 
(1) a. *Katie put some books. 

     b. *We think if it is raining. / *We think whether it is raining. 
     c. ?? We wonder that it is raining. 
     d. *Murton hit. 
     e. *My wife slept my son. 

(1a) は動詞 put が取る要素として必要なもののうち、場所を表す句が生起していないため、
非文となっている。(1b) は動詞thinkが、wh句など <wh> の素性（feature）を持つ句で始ま
る節を目的語に取ることができないのに対し、if, whether という <wh> の素性を持つ補文標
識（complementizer）に導かれる節を取っているため、非文となっている。(1c) は (1b) とは逆
に、動詞wonderは <wh> の素性を持つ句や節を目的語に要求するが、thatという <wh> 
の補文標識に導かれる節を取っているため、非文となっている。(1d) は動詞 hit が目的語を必
要とする他動詞であるにもかかわらず、目的語が生起していないため、文法的に不適格である。

(1e) は、動詞 sleep が目的語を取らない自動詞であるのにもかかわらず、目的語を携えている

ため、文法的に不適格と見なされる。各々の動詞が必要とする要素が正しい形で生起した場合、

(2ae) のように文法的な文になる。 
(2) a.  Katie put some books on the table. 

b.  We think that it is raining.   
     c.  We wonder if it is raining.  /  We wonder whether it is raining. 
     d.  Murton hit a homer. 
     e.  My wife slept well last night. 
さて、(1d, e) については、学習者に自動詞（intransitive verb）と他動詞（transitive verb）

の違いを理解させることにより、文法的誤りを防ぐことができるかもしれないが、(1ac) について
は、動詞の種類だけではない更なる知識が必要とされる。このとき、動詞の意味と動詞が要求す

る要素は深い関係があるという仮定のもと、意味の面から生起する要素を探る方法も考えられる



19

10 
 

Languageを中心として」『英文法研究』3巻 1号, pp. 2-7 (1960)参照。生成文法(Generative  
Grammar)といえども、構造主義言語学を出自としていることの証である。 
5  Leech & Svartvik (1975/19942)では話し手の“comment”（論評）機能と表記されている 
が、本稿筆者としては、そうした副詞類が法助動詞で代替されることを考慮に入れると、“assess- 
ment”(査定)機能と表記したほうが適していると考える。 
 
 
2.  動詞を中心に据えた文法指導―動詞の項選択および文末焦点― 
本稿では、生成文法理論の知見と文末焦点などの情報構造の考えを導入することにより、英語

母語話者が持つ英語の感覚を学習者に理解させる術について考察する。高等学校までの学習

英文法では扱われない英語母語話者が持ちあわせる言語的直観を、上述の理論的枠組みから

探り出せることを示す。 
 
2.1  学生の文法的誤りと学習英文法における五文型の弊害 
英語学習者が犯す文法的間違いには様々なものがある。その一例として、動詞の選択制限に

まつわるものが挙げられる。次の (1ae) を参照されたい。 
(1) a. *Katie put some books. 

     b. *We think if it is raining. / *We think whether it is raining. 
     c. ?? We wonder that it is raining. 
     d. *Murton hit. 
     e. *My wife slept my son. 

(1a) は動詞 put が取る要素として必要なもののうち、場所を表す句が生起していないため、
非文となっている。(1b) は動詞thinkが、wh句など <wh> の素性（feature）を持つ句で始ま
る節を目的語に取ることができないのに対し、if, whether という <wh> の素性を持つ補文標
識（complementizer）に導かれる節を取っているため、非文となっている。(1c) は (1b) とは逆
に、動詞wonderは <wh> の素性を持つ句や節を目的語に要求するが、thatという <wh> 
の補文標識に導かれる節を取っているため、非文となっている。(1d) は動詞 hit が目的語を必
要とする他動詞であるにもかかわらず、目的語が生起していないため、文法的に不適格である。

(1e) は、動詞 sleep が目的語を取らない自動詞であるのにもかかわらず、目的語を携えている

ため、文法的に不適格と見なされる。各々の動詞が必要とする要素が正しい形で生起した場合、

(2ae) のように文法的な文になる。 
(2) a.  Katie put some books on the table. 

b.  We think that it is raining.   
     c.  We wonder if it is raining.  /  We wonder whether it is raining. 
     d.  Murton hit a homer. 
     e.  My wife slept well last night. 
さて、(1d, e) については、学習者に自動詞（intransitive verb）と他動詞（transitive verb）

の違いを理解させることにより、文法的誤りを防ぐことができるかもしれないが、(1ac) について
は、動詞の種類だけではない更なる知識が必要とされる。このとき、動詞の意味と動詞が要求す

る要素は深い関係があるという仮定のもと、意味の面から生起する要素を探る方法も考えられる

11 
 

が、次の (3ac) から、この意味に基づくアプローチは問題であることが分かる。 
(3) a.  I shall await your instructions. 

b. * I shall wait your instructions. 
     c.  I shall wait for your instructions. 
await, waitは同じ意味を有するが、awaitはすぐ後に名詞句を取ることができるのに対し、wait
は名詞句を直接取ると非文となり、名詞句との間に前置詞 for を必要とする。このことから、動詞
が選択する要素を意味の面から探ることは不可能であることが分かる。 
さて、動詞 put は上記のように場所句を必要とする動詞であるが、その他の動詞でも場所を表
す句が生起することが可能である。次の例を参照されたい。 
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(4a, b) とも、場所句が生起している。このように動詞 buy, meet も場所句を取ることが可能だ
が、put と明らかに異なるのは、次の (5a, b) のように場所句を省いても文法的である点である。
つまり、動詞 buy, meet については、場所句はそれら動詞にとって必要不可欠な要素ではない
ことが分かる。 

(5) a.  I bought some books. 
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しかし、文を 5 つのパターンに分ける学習英文法でよくなされる「五文型」に基づく分析では、
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様々なやり方で、前置詞句を文とは無関係な要素として分析する。(6a) では場所句である前置
詞句を線で消し、(6b) では場所句を括弧でくるみ、(6c) ではModifier（修飾語句）を示す“M”と
いう記号を場所句に付けることにより、文型判断にとって重要ではない要素であることを示唆して

いる。いずれの方法も、動詞putと共起する場所句が「必要ではない要素」という誤解を生んでし
まう危険性を孕んでいる。put を用いたときに場所句を省いてしまう英語学習者が多いのも、この
五文型の分析法と関係があると思われる。1 

(6) a.  Katie  put  some books  on the table . 
        S      V       O 

b.  Katie  put  some books  (on the table). 
         S      V       O 
     c.  Katie  put  some books  on the table. 
         S      V       O          M 
このことから、英語学習者に、動詞（述部）はそれぞれその意味を成立させるための「項」

（argument）が生起する必要があり、その生起する項の数は動詞ごとに決まっているという点を
意識させる必要があると思われる。 
 
2.2  項の概念―生成文法におけるθ理論と下位範疇化素性― 

本節では、生成文法におけるθ
シータ

理論（theory, Theta-theory）および下位範疇化素性

（Subcategorization feature）の概念が、動詞と項の関係を捉えるときに重要であることを示す。 
前節で見たとおり、動詞 put は主語と目的語および場所句を必要とする動詞である。すなわち 
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(7) に図示するように、3 つの項を取る三項動詞である。この 3 つの項は、(8) のようにそれぞれ
「動作主」（agent）、「主題」（theme）、「場所」（location）という意味役割を担っている。 

(7)  Katie  put  her elbows  on the table. 
      項            項  項 

(8)  Katie  put  her elbows  on the table. 
    動作主         主題        場所 

この意味役割を、生成文法理論では「θ
シータ

役割」（role, Theta-role）と呼び、動詞が各項に

θ役割を与えると分析する。動詞とそのθ役割（意味役割）を決める理論を「θ理論」（theory, 
Theta-theory）と呼び、θ役割の付与については、 (9) の「θ基準」（-criterion, Theta 
criterion）が提案されている。 

(9)  θ基準 
      それぞれ項は一つのθ役割のみ有し、各々のθ役割は一つの項のみに与えられる。 

(Chomsky 1981: 36) 
θ理論に基づく上記 (8) の文におけるθ役割の付与のシステムを図示したものが (10) であ

る。2 

(10)                S 
 
        NP                  VP      
     （外項） 
   動作主(Agent)  V         NP          PP 

（内項）  （内項） 
                 put   主題（Theme）  場所（Location） 
 
        θ役割      θ役割        θ役割 

 
このように、動詞から項へとθ役割が付与され、各々の項は一つのθ役割しか有することがで

きない。よって、例えば動詞 kill の場合、(11a) の文は文法的で (11b) は非文となるが、(11b) 
は (12) に図示するように、動詞 killが動作主と被動者（patient）の二つのθ役割を主語のDr. 
T に重ねて付与しているため、たとえこの文の事象（イベント）で関わっている人物が Dr. T だけ
であったとしても、(9) のθ基準によりこのθ付与は認めらない。よってkillの目的語位置に再帰
代名詞himselfが生起し、この再帰代名詞に被動者のθ役割が付与され、主語のDr. Tには動
作主のθ役割が付与される。 
(11) a.  Dr. T killed himself. 

     b. *Dr. T killed. 
(12) *    Dr. T         killed.   (13)    Dr. T        killed        himself. 

     （動作主Agent）               （動作主Agent）           （被動者 Patient） 
  （被動者 Patient） 

            θ役割         θ役割         θ役割 
                 θ役割 
このように、動詞が項をいくつ必要とするか、またそれらの項がどのようなθ役割を有している
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かを示した構造が、「項構造」（Argument structure）である。動詞 put、kill の項構造は (14) 
のようになる。3 putが三項動詞であり、killが二項動詞であることが、この項構造から分かる。 
(14)  項構造（Argument structure） 

put (AG, TH, LOC)     AG: Agent（動作主）、TH: Theme（主題）、LOC（場所） 
kill (AG, PA)          AG: Agent（動作主）、PA: Patient（被動者） 

上記のように項の意味役割を示す理論がθ理論であるが、これに加えて、動詞がどのような語

彙範疇を項として選択するかを示したものが、「下位範疇化素性」（Subcategorizaton feature）
である（Chomsky 1965, 1981）。次の (15) を検証しよう。 
 (15)  下位範疇化素性（Subcategorization feature） (Chomsky 1965, 1981) 

          put    [  V,   ____ NP,   ____ PP ] 
          think    [  V,   ____ CP ] 
          wonder  [  V,   ____ CP ] 
          hit    [  V,   ____ NP ] 
          sleep    [  V,   ____ NP ]           
          await    [  V,   ____ NP ]           
          wait    [  V,  ( ____ PP) ]           
動詞がどのような範疇の項を取るかが、素性の形で記されている。鍵括弧の最初の表記 [V] 
は、当該の語がV素性を有しており、動詞（V）の範疇であることを示している。その次に、当該の
語がどのような語彙範疇の句を必要とするかが示されており、例えば putの下位範疇化素性は、
[ ____ NP,   ____ PP] であるため、動詞putは名詞句（NP）と前置詞句（PP）を取ることが分
かる。 
一方、sleep の下位範疇化素性を見ると、[ ____ NP] という表記がなされている。このマイナ
ス（）表記は、その語彙範疇の句を取らないことを示している。よって動詞 sleep は後に名詞句

（NP）を取らない自動詞であることが分かる。 
wait の下位範疇化素性は、[( ____ PP)] という表記がなされている。この丸括弧表記は、そ
の語彙範疇の句を選択しても選択しなくてもよいことを示している。つまり、この句が必須ではな

いことを示している。wait が携える前置詞句（PP）は、「項」ではなく、「付加部」（adjunct）である
ことが、この下位範疇化素性の丸括弧表記から分かる。 

(15) から、thinkとwonderはCPを取ると判断できる。このCPにwh素性を付加すると、(16) 
のようになる。 
(16)  think [  V,   ____ CP < wh > ] 

wonder [  V,   ____ CP < wh > ] 
下位範疇化素性に [ wh ] の形でwh素性を書き記すことにより、＜wh＞、＜wh＞ どち
らの補文標識で始まる CP を必要とするかが分かる。(16) では think は wh 要素を含まない補
文標識（wh）から始まる節を取り、wonderはwh要素を含む補文標識（wh）から始まる節を取
ることが分かる。 
このように下位範疇化素性に基づくと、動詞がどのような語彙範疇の項を選択するか判断でき

る。putの場合は [ ____ NP,   ____ PP] の素性記述から、名詞句と前置詞句の項を必要と
する動詞であることが分かり、且つ英語は必ず主語を必要とする言語であるため、主語位置に項

を取る必要がある。よって putは三項動詞ということになる。 
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では、この項構造と下位範疇化素性の点から、動詞 meet について探ってみよう。meet の項
構造および下位範疇化素性に基づく表記は (17a, b) のようになる。 
(17) a.  meet (AG, TH) 

b.  meet  [  V,   ____ NP ] 
(17a, b) の表記から、meetは二項動詞であると判断できる。また項として、動作主を表す主語
に加え、主題を表す名詞句を取ることが分かる。よって (18) のように場所句が現れた場合は、
項構造および下位範疇化素性の記述にない要素であるため、この場所句は項ではなく「付加

部」であることが分かる。動詞 meet にとって付加的な要素であることから、(19a) のように場所句
が生起しても、(19b) のように場所句が現れなくても、文法的に的確であると判断される。4 
(18)  I  met  Nancy  near the station. 

      項    項    付加部 
(19) a.  I met Nancy near the station. 

b.  I met Nancy. 
このように、生成文法におけるθ理論および下位範疇化素性の考えは、動詞にとって必須の要

素を探るうえでたいへん有益であると思われる。 
 
2.3  辞書における項の記述 
前節で、生成文法理論におけるθ理論および下位範疇化素性の概念を導入すると、動詞が取

る「項」が明らかになることを見た。このようにθ理論および下位範疇化素性の概念は、動詞の特

性を知るうえでたいへん役に立つが、一方で、このような生成文法の知見を、言語学の授業では

ない英語教育の現場に導入することは極めて難しい。 
そこで、このようなθ理論や下位範疇化素性といった専門的な概念を導入しなくても、英語を母

語としない学習者向けの辞書から、動詞が取る「項」についてある程度探ることができることを示し

ておきたい。 
次の (20) は [LDOCE 6] におけるputの1番目の語義の表記であり、(21) は [COBUILD 8] 
による putの 1番目の語義の表記である。5 
(20)  put  

      1. MOVE TO PLACE [always + adv/prep]  to move something to a particular 
place or position, especially using your hands. [LDOCE 6] 

(21)  put   
      1. When you put something in a particular place or position, you move it into 

that place or position. □[v n prep/adv] Leaphorn put the photograph on the 
desk. [COBUILD 8] 

(20) の [LDOCE 6] においては、語義の前の表記 [always + adv/prep] により、動詞 put
が常に副詞相当語句あるいは前置詞句を必要とすることが明示されている。 (21)の 
[COBUILD 8] においては、語義の “When you put something in a particular place or 
position” の部分で、put が目的語と場所句を取ることを説明し、例文の前にある表示 [v n 
prep/adv] で、put (v) は常に目的語 (n) と前置詞句 (prep) あるいは副詞句 (adv) を必要
とすることを明記している。 
このように、生成文法理論の専門的知識を導入しなくても、語法について詳述している英語学
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    (Bolinger 1977: ix-x) 
 本書は無意味性という誤った考えに異議を申し立てるものである。ある言語の中で生き延びている
語は、どれを取ってみても、それなりに必ず、意味上果たしている役割があるということ、また同様に、

構造についても、目に見える形が違えば、必ずそこに意味上の違いがあるということを、事例研究を

通して証明しようとするものである。そうすることによって、本書は、意味と形が一対一の対応関係

（one form for one meaning, and one meaning for one form）を保持することこそ、言語の自然
な条件であるとする、昔ながらの原理をここで改めて主張するものである。 （中右 訳 1981: xvi） 

 
この二重目的語構文と与格構文は、目的語が二つ存在することから、英語における「旧情報」

（old information）と「新情報」（new information）に基づく文要素の配置の効果が明確に現

れる構文となっている。英語においては、特に書きことばにおいて、読み手にとって既知の情
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報である「旧情報」を文の前のほうに配置し、読み手にとって未知の情報である「新情報」を

文の後ろのほうに配置するのが理想的であるとされる（Chafe 1970, 井上 1979, Kuno 1979, 
福地 1985, 他）。よって新情報が文の後のほうに現れる形が無標（unmarked）の情報構造で

あり、これはよく「文末焦点」（end-focus）と呼ばれる。 
よって、Bolinger (1977) の「形が変われば、意味が変わる」という考えに基づくと、二重

目的語構文と与格構文については、焦点の当たる位置が異なっているという点で文のニュアン

スに差が生じると分析できる。(24a, b) に示すように、二重目的語構文は後ろの直接目的語に

焦点が当たり、与格構文は与格の to NP に焦点が当たっていることになる。 
(24) a.  I gave John  a book .                b.  I gave the book  to John . 
                   FOCUS                                    FOCUS 
つまり間接目的語には焦点が当たっていないことになり、この点から、(25), (26) の例の文

法性の差が説明できる。 
(25) a.  John gave the book to a boy. 

     b. ?? John gave a boy the book.               (Kuno 1979: 281) 
(26) a.  John sent her a book. 
    b. * John sent Mary it.                     （福地 1985: 72） 
(25b) では、不定冠詞を伴った新情報を示す名詞句が間接目的語に生起し、定冠詞を伴った

旧情報を示す名詞句が直接目的語位置に生起しており、本来焦点を当てなければならない新情

報が文末の位置に来ていない。よって、談話（discourse）の流れに沿っていないため、文法的

に不適格となる。(26b) についても、旧情報の代名詞である it が焦点が当たる文末に来ている

ため、不自然である。実際に (26b) を与格構文の “John sent it to Mary.” にすると、正しい

文になる。 
この違いは、分裂文（cleft sentence）にすると、より明らかになる。分裂文は it is/was X that… 

の X の位置に焦点語句を置く。6 (27a) の二重目的語構文における間接目的語を分裂文の焦点

位置に置くと (27b) のように非文となるが、(28a) の与格構文における与格の名詞句を分裂文

の焦点位置に置くと、文法的となる。この分裂文の焦点にまつわる事実からも、上述の文末焦

点の考えが正しいことが分かる。 
(27) a.  I gave Bill a book. 

     b. *? It was Bill that I gave a book. 
(28) a.  I gave the book to Bill. 

     b.  It was Bill that I gave the book to.                    (Delahunty 1981: 118) 
このように、動詞の項が複数生じ、それら項に対して複数の語彙的配置が許される場合は、文

末焦点の考えが強く影響しているということを学習者に伝えることにより、英語母語話者が持つ文

法的感覚を正しく教授することができる。7 
 
2.5  結論 
本稿では、動詞に着目し、動詞から英語を見ることが、英語の感覚の涵養につながることを明ら

かにした。生成文法におけるθ理論と下位範疇化素性の考えから、動詞がどのような範疇の語を

「項」として必要とし、それらの項がどのような意味役割を持つのか明らかにできることを見た。ま

た生成文法のθ理論や下位範疇化素性の知識を英語教育現場で導入することは難しいが、英
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語学習者向けの辞書に、これらの理論に裏打ちされた統語的情報が、学習者に分かりやすい形

で一定の割合で提示されていることを示した。 
また動詞が取る項について、同じ名詞句の範疇の項が二つ生じる二重目的語構文と与格構文

においては、情報構造に基づく文末焦点の考えに基づいて語を配置すると、談話の流れに沿っ

た英語らしい英語になることを明らかにし、これらの情報構造および文末焦点の知識を英語学習

者に提示することにより、英語母語話者の感覚を伝えられることを示した。 
 
注 
1 学習英文法における五文型は、Onions (1904) の「述部の 5 形式」（five forms of the 
predicate）を元にしていると言われている（詳しくは、安井 1996、安藤 2008、宮脇 2012 等を
参照のこと）。五文型は、英語における代表的な文のパターンを示しているにすぎない。五文型

で英語の文の全てをカバーできないことは様々な研究者によって指摘されており、実際に五文

型より多くの文型を基本文型とすべきだと主張している研究者もいる。例えば、Quirk et al. 
(1985) や安井 (1996) は本稿で挙げた動詞 put のような場所句を要求する他動詞に加え、
liveのように場所句を必要とする自動詞のパターンを加えた「七文型」を提唱している（Tim lives 
in Scotland.は文法的であるが、in Scotlandを省いた Tim lives.は非文である）。安藤 (1983, 
2005, 2008) はputおよび liveの例に加え、fondのように目的語を必要とする形容詞を加えた
「八文型」を提唱している（John is very fond of cars.は文法的であるが、John is very fond.は
非文である）。 
2 生成文法の現在の極小主義理論（The Minimalist Program）では、文のラベルを TP、名詞
句のラベルを DP で表すが、本稿では説明の簡便化のため、文のラベルを S、名詞句のラベル
をNPで表す。また、二項枝分かれ構造（binary branching）を基本とするため、動詞 putを含
む構造はもっと複雑であるが、説明の便宜上、二項枝分かれ構造に拠らない簡単な樹形図を用

いて説明する。 
3  AG の下線は、この項が「外項」、すなわち（英語においては）主語位置に生起する要素であ

ることを示している。 
4  項と付加部は、異なる統語的ふるまいを見せる。例えば、項からの wh 移動は許されるが、付
加部からのwh移動は許されない。下記 (i a) は、動詞 putにとっての項である場所句PPから
which tableが文頭に抜き出され、文法的であるのに対し、下記 (i b) は、述部 fall asleepが一
項述語であることから、前置詞句 during the class は付加部となるが、この付加部から which 
classを文頭に抜き出すと非文となる。 
     (i) a.  Which tablei did you put the book on ti ? 

b. *Which classi did you fall asleep during ti ?             (Huang 1982: 487) 
5  [LDOCE 6] = LONGMAN Dictionary of Contemporary English (Sixth Edition), 
Essex: Pearson Education, 2014. 
   [COBUILD 8] = Collins COBUILD Advanced Dictionary of English (Eighth Edition), 
Glasgow: HarperCollins, 2014. 
6  分裂文は、(i a-e) のような、学習英文法において、（it… thatの）強調構文と呼ばれているも
のである。 

(i) a.  It is the young linguist who ＿ will meet his friend in the local gallery after 



26

18 
 

lunch. 
 b.  It is his friend that the young linguist will meet ＿ in the local gallery after 

lunch. 
     c.  It is in the local gallery that the young linguist will meet his friend ＿ after 

lunch. 
     d.  It is after lunch that the young linguist will meet his friend in the local 

gallery ＿.                                (Haegeman and Guéron 1999: 49) 
7  本稿では動詞を中心に分析している関係から、二つの名詞句を目的語として取る動詞の事
例のみ扱うが、この情報構造と文末焦点の考えは他の様々な例に応用できる。一例として、理由

を表す接続詞の because と since の違いが挙げられる。(i) に示すように接続詞 because で導
かれる従属節は、文の末尾に置いたほうが、文頭に置くより、座りがよいとされる。また because
の前にカンマを入れないほうがよいとされる。これに対し、接続詞 since で導かれる従属節は、
(ii) の例のように、文頭に置くか、あるいは文の末尾に since の前にカンマを入れる形で配置す
るのがよいとされる。 
   (i) a.  He likes them because they are always helpful. 

b. # Because they are always helpful, he likes them. 
      c. # He likes them, because they are always helpful. 
   (ii) a. # He likes them since they are always helpful. 

b.  Since they are always helpful, he likes them. 
      c.  He likes them, since they are always helpful. 
これは、becauseの場合は becauseで導かれる理由を表す節に焦点を当てる働きがあるのに対
し、sinceの場合は、sinceで始まる従属節は主節の事象（event）の契機であり、焦点が当たるの
は主節であることに起因する。このことは、because節が (iii a, b) のように分裂文や疑似分裂文
（pseudo cleft）の焦点位置に生起できるのに対し、since節は (iv a, b) のように、分裂文および
疑似分裂文の焦点位置に生起できないことから明らかである。 
  (iii) a.  It’s because they are always helpful that he likes them. 
      b.  The reason he likes them is because they are always helpful. 
 (iv) a. *It’s since they are always helpful that he likes them. 

b. *The reason he likes them is since they are always helpful. 
(Quirk et al. 1985: 1071) 

 よって、because節の場合は文の中の要素として認識される付加部（adjunct）として用い、文の
末尾に配置するのがよく、一方 since 節は主文と統語的に切り離した離接部（disjunct）として扱
うのがよいということになる。 
 
 
3.  学習者の Analogy力を活用した英語学習：I’m between N’s-構文を中心に 
 
3.1 研究の目的 
本研究の目的は、外国語としての英語学習における学習者の Analogy 力の活用を観察する

ことである。①I’m between jobs.に代表される I’m between N’s-construction と②I have a 
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(Quirk et al. 1985: 1071) 

 よって、because節の場合は文の中の要素として認識される付加部（adjunct）として用い、文の
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3.  学習者の Analogy力を活用した英語学習：I’m between N’s-構文を中心に 
 
3.1 研究の目的 
本研究の目的は、外国語としての英語学習における学習者の Analogy 力の活用を観察する

ことである。①I’m between jobs.に代表される I’m between N’s-construction と②I have a 
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green thumb.とその拡張表現 I have a black thumb.を取り上げ、学習者の Analogy力の活
用について観察した。 
具体的には、アナロジー力の活用例の１つと言える認知言語学の概念－事例化とスキーマ化

（山梨 2012: 154）－に基づき、「ことばの異化教育」の 1つを提案した今井(2014)の内容に基づ
く授業実践を行なった。日本語におけるスキーマ化と事例化の例から始め、英語における I’m 
between Ns.構文に基づく創発的な表現を学習者がアナロジーを用いてどの程度理解すること
が可能かを観察した。 
授業実施後には、Ryan and Deci (2000)による動機づけの６段階を参照したアンケート調査

を実施したところ、今回の授業に対しほとんどの学習者が、「価値があり」、学習過程自体を「楽し

い」と感じていることも確認できたので報告する。 
 
3.2 実験参加者 
本実験授業の参加者は、国立大学 2年生55名で、参加者の英語のレベルは、基礎レベルか

ら中級レベルに分布する（TOEIC の平均は 460/990, 最高 680, 最低 305）。しかし、センター
試験を経由し、国立大学に入学している学生ということで、一般的認知能力は高い成人英語学

習者であるとグループ全体としては考えられる。 
 
3.3 理論的背景と調査・実験の構成 
3.3.1 日本語表現での導入 
本節では、実際に調査・実験を行った手順を、理論的背景についても言及しながら述べていき

たい。初めに、英語の授業でなぜ日本語の事例を扱うかという点について述べる。それは、母語

である日本語に見られる認知能力に根差した日常言語現象に目を向けることから、その能力を

Analogical に外国語学習にも活用することを期待するからである。このことは、認知言語学と相
性がよいとされる英語感覚の指導法の特徴として、筆者が、説明が比喩的であると指摘している

点との整合性も保っていると考えられる。説明が比喩的とは、さまざまな意味で、学習者の持つ

既存の知識を喚起することで、それらの知識と関連付けて言語現象を説明するということである。

これは、多くの英語教師の文法説明が、文法用語と訳語といった枠組み内で説明される点と特

徴を異にするところである。ここでは、日本語を母語とする参加者が無意識に行っていることに注

目させることで、そのプロセスを外国語である英語の学習過程にAnalogy的に活用してもらうこと
を目標としている。 
では、授業で用いた例を、実際を見ていきたい。(1)は、久しぶりに会った、マンションの住人と
の会話である。 

(1) ＜久しぶりに会った、マンションの隣人との会話＞ 
Ａ：最近、会いませんね。お元気でしたか？ 
Ｂ：ええ、孫守で忙しくて、、、 

Ｂの発話にみられる「孫守」という表現の意味を、おそらく多くの読者は、これまでに聞いたことが

ないと思われるが、この表現の意味が「孫の世話をすること」であると瞬時に理解できたであろう。

実験参加者（55名）も 94.5％の学生が、その意味を正しく推測することができた。 
人はなぜこれまでに聞いたことのない「孫守」という表現を理解することができるのかを、認知

言語学の道具立ての１つ、山梨(2012: 154)のスキーマ化と事例化のプロセスに沿って、「孫守」
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という表現の意味が理解される認知プロセスを考みたい。その前に、山梨(2012: 154)による、ス
キーマ化と事例化のプロセスについて確認しておきたい。 

(a) (b)                  (c) 

                             スキーマ スキーマ

事例 ＞                           ＞

（スキーマ化） （事例化）

事例 事例 事例 事例 ・・・

※山梨（ 図 ）に基づく

（図 ：スキーマ化と事例化）

 
図 1 のように、人は、ある言語事例に出会えば、その事例からスキーマを抽出する。スキーマ

抽出は、1 つの事例から行われる場合もあれば、複数個の事例からそれらの共通点に着目して
行われる場合もある。そして、ひとたび、スキーマが抽出されれば、そのスキーマから新たな事例

を生み出すという事例化が可能となる。そこには人の持つ推論能力が基盤にあるのではないかと

考えられる。人の推論能力は、具体事例から規則性を導き出す帰納法と規則性を具体事例に当

てはめる演繹法という 2 つの側面を持ち合わせるが、スキーマ化は、帰納的なプロセスに、事例
化は演繹的なプロセスに対応すると考えられる。（cf. 今井 2014） 
ではここで、スキーマ化と事例化のプロセスを「孫守」に当てはめて考えてみたい。図 2 に示さ

れるように、まず、「子守」という表現が「Ｘ守」とスキーマ化され、「子守」という具体事例と「Ｘ守」と

いうスキーマから「孫守」という新たな表現が生み出されたと考えることができる。そして、この表現

を聞いた側も、自分の言語知識にある「子守」をスキーマ化して「Ｘ守」を抽出し、具体事例の「子

守」とスキーマの「Ｘ守」から新たに聞いた表現「孫守」を「子守」が「子供の世話をすること」である

から、「孫守」は「孫の世話をすること」であると Analogyによって理解できると考えられる。 
 
 

 
 

 
 

（図 2：「孫守」のスキーマ化と事例化のプロセス） 
 
本実験授業では、もう一つ日本語の例（「Ｘ活」）も提示したので、そちらの例も見ておきたい。

図 2 に示すように、初めに「部活」という表現があると仮定する。そこから「Ｘ活」というスキーマが
立ち上がり、「就活」という表現が出てくる。この辺りまでは、比較的長い期間慣習化されて使われ

ている表現と言える。数年前から使われるようになった「婚活」は、「部活」「就活」という事例と「Ｘ

活」というスキーマから作られたと考えられる。さらには、「妊活」「終活」。そして、最近では、「朝

活」「夕活」という表現も生まれ、さらには、同音異義で拡張させて、退職後などに悠々自適な生

子守 

Ｘ守 

孫守 
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活をする「悠活」と新しい語が生み出される。この「悠活」の悠は、「夕活」の夕に動機づけられて

いる。「デブ活」は学生から聞いた表現の１つであるが、ダイエット中の人が食べ過ぎて「またデブ

活しちゃった」という具合に自虐的な使い方をするようである。「就活」や「婚活」では、就職や結

婚が目的で、そのために活動するという意味であり、「X 活」の X の部分が目標となっているが、

「デブ活」は太ることを目標としていないという点で、「Ｘ活」の中心的な意味（X を目標にして活動
をする）からずれているので、周辺事例（peripheral example）と言える。「Ｘ活」というスキーマで
使われる具体的表現の意味の関連性については、認知言語学的には分析を深めると興味深い

テーマであるが、ここでは、日本語のスキーマ化と事例化の例を意識させるために授業実践で使

用したことを紹介しているため、これ以上深入りはしないでおきたい。言語学の考え方を言語教

育で用いる際には、言語学の概念で外国語学習や教育に使える部分をおおざっぱに活用する

ことが必要と考えるからである。なぜなら、Keene & Matsunami (1969: 10)でも指摘されるよう
に、教育／学習における文法は、rule ではなく、guide として使われることが有効という立場を取
るからである。 
 
 
 
 
 
 

 
 

（図 3：「Ｘ活」のスキーマ化と事例化） 
 
以上のような日本語におけるスキーマ化と事例化の例を示し、参加者に母語において無意識

にやっていることに意識を向けてもらった後、英語における idiomatic な表現の１つである I’m 
between jobs.を拡張して使用した表現について考えてもらう活動を行った。理論的枠組みの詳
細は、今井（2014）を参照されたい。 
 
3.3.2 英語における I’m between Ns構文の Analogyによる理解 
ここでは、I’m between Ns構文の Analogyによる理解を促進する授業と過程の観察につい

て述べていきたい。まず初めに、次の(2)に示すクイズを提示した。 
(2) 次の表現の意味は何でしょうか？ 

I’m between jobs. 
予想通り、この表現を知っている参加者は、10.9％（N=55）であった。次に、この表現の意味を
考えてもらうため、次の(3)のようなヒントを与えた。 

(3) I’m between jobs.というのは、次の図で表されるように、時間軸上（t）で、２つの仕事（前に
やっていた仕事（J1）とこれからやるであろう仕事(J2)）があり、自分が現在その間（between）に
いるイメージを表す。 
 
 

夕活 悠活 

Ｘ活 

デブ活 

就活 部活 妊活 婚活 終活 
朝活 
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このヒントを与えた段階での正答率は、67.3%（N=55）と上昇した。その後、I’m between jobs.と
いうのは、前の仕事を辞めて、次の仕事を探している状態。つまり、今は仕事をしていないという

意味を表すこと。さらには、I’m unemployed.を euphemistic（婉曲的）に表した表現であること
も加えて説明した。次に、(4)に表すように、I’m between jobs.をスキーマ化したスキーマの説明
をした。 

(4) I’m between jobs.という表現の jobsの部分の名詞を他の名詞に代えても、ことば遊び的
（playfully）に意味が理解される表現を作ることができます。イメージを一般化すると次のように
なります。2つの名詞で表される事態の間に自分がいる感覚です。 
 
 
 
この段階で参加者は、I’m between jobs.という具体事例とそのスキーマ I’m between Ns.につ
いて形と意味を結び付けたイメージを知識として持っていることになる。そこで(5)に示されるよう
なことば遊び的な表現について、I’m between jobs.という具体事例と I’m between Ns.というス
キーマの意味からどの程度意味の理解ができるかを観察してみた。正答率は、（ ）内に示される

通りであった。 
(5) I’m between Ns.の拡張事例 
次の文はどんな意味を表すと思いますか？答えを解答用紙に書いてみましょう。 

a. I’m between marriages.  （74.5%） 
b. I’m between haircuts.  （76.4%） 
c. I’m between loves.       （80.0%） 
d. I’m between apartments.         （47.3%） 

上の項目 d の正答率は 50%に満たなかったが、その他の表現は、70%以上の参加者が具体
事例とスキーマから新たな表現の意味を正しく推測できており、すべてを教えなくても学習者の

アナロジー力を活用することで、人は学ぶことができることが観察される。ちなみに、それぞれの

表現の意味は次の通りである。a. I’m between marriages.は、前に結婚していたことがあり、ま
た将来結婚すると考えているので、今は独身という意味になる。b. I’m between haircuts.は、前
にヘアカットして、今は、髪の毛がかなり伸びてきて、近々ヘアカットをする予定という状況を表す。

c. I’m between loves.は、lovesの代わりに、girlfriends, boyfriends, romancesなどを用いて
も同様の意味を表すが、前には、付き合っていた人がいたが、今はいないということを表す。ある

母語話者は、頻繁に、付き合う相手を変えている意味にも取られるというコメントをした。d. I’m 
between apartments.は、houses を用いても同じ意味になるが、I’m homeless.ということを
euphemisticに表現している。 

 
3.3.3 I have a green thumb.に関連した表現の Analogyによる理解 
次の調査では、実験参加者がまず高校までには習っていないことが予想される英語表現、I 

have a green thumb.を取り上げた。予想通り、この表現を知っている参加者は 0%であった。次
に、I have a green thumb.という表現の意味を(6)の文脈を提示して教え、拡張表現 I have a 
black thumb.の意味を、Analogy力を用いて理解することができるかどうかを観察した。 
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(6) 次の対話 1を読み、I have a black thumb.の意味を答えてみましょう。 
Jack: My mother has a green thumb. 
Momoko: Your mother has a green thumb? Is she okay? What happened to her  

thumb? 
Jack: That’s not what I meant. It’s an expression. I meant she’s very good at 
 growing fruit and vegetables. 
Momoko: Oh, I’m relieved. But you scared me. I thought her thumb turned green 

 for some reason. BTW, do you have a green thumb? 
Jack: Me, well … I have a black thumb. Hahaha … 

 
(6)の対話文を読ませた後、green thumbは literalには「緑の親指」という意味であるが、「緑の
野菜を作れる親指」、つまり、「野菜作りが上手」という意味を表すことを確認した後、I have a 
black thumb.の意味を考えてもらった。正解できた参加者は、52.7%であった。 
 
 
 
 
 
 

（図 4: I have a green thumb.のスキーマ化と事例化） 
 
I have a black thumb.の意味が Analogicalに理解できるためには、図 4に示されるように、I 
have a green thumb.という表現をスキーマ化して、I have a [COLOR] thumb.を立ち上げ、こ
れらの事例とスキーマから I have a black thumb.という表現を Analogicalに理解することが求
められる。つまり、green thumb：being good at growing fruit and vegetables = black 
thumb：Ｘという対応を考えて、Ｘ = being poor at growing fruit and vegetables という意味を
アナロジーから見出すことが求められる。これまでの授業実践の結果を纏めると表 1 に示すとお
りである。 

 
表 1. 
Analogy力を活用した授業観察の結果（N=55, 表の数字は%を示す。） 

孫守
知って
いる？

意味？ 理由？

ヒントを
聞いた
後の解
釈

知って
いる？

意味？ 理由？

〇
×
△
無回答  
〇＝正解、×＝不正解、△＝曖昧 
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3.3.4 授業後のアンケートとその結果 
実験授業を実施後、(7)に示す項目でアンケートを実施した。 
(7) 次の 1～6のそれぞれについて、①～⑤の 5段階で評価し、回答欄にマークしてください。
① 全く当てはまらない / ② 当てはまらない / ③ どちらとも言えない / ④ 当てはまる / 
⑤ 大変当てはまる 
1. 新たに知った内容であった。 
2. 高校までに知っている内容であった。 
3. 大学に入ってから他の授業で学んだ内容であった。 
4. 学ぶ価値のある内容であった。 
5. 学んでいて楽しかった。 
6. これまでよりも納得できた。 

なお、これら 6項目を選んだ理由は、次の通りである。Q1-Q3は、学習者が高校までに、もしく
は他の英語のクラスでこれまでに学んだかどうかを確認するための項目である。Q4-Q5 は、 
Konno (2014: 195)が、Deci and Ryan (1985)の self-determinant theory (SDT) （自己決
定理論）とDörney (2005)の L2 motivational self system（第二言語学習における動機づけ
のシステム）を検討し、学習者が、enjoyable（楽しい）で valuable（価値がある）と感じられるよう
な授業が、the ideal L2 Self（理想的な第二言語学習者）の育成に役立つと述べていることによ
り、enjoyable / valuableの指標を立てた。さらに、SDTでは、valuableという指標が、外的動機
づけ４つの中では、最も自己決定的な段階にあり、interesting は内的動機付けに関わる指標で
ある（Ryan & Deci 2000: 72）ことから、学習を valuableで interestingと感じる場合には、学習
者はかなり動機づけが高い段階にあると考えられる。Q6は、Littlemore (2009: 148)が、ある言
語表現がなぜそのような表現になるのかという認知的動機付け（cognitive motivatedness in 
language）を与えることが deeper learningにつながるという記述を参考にしたものである。 
また、Ryan and Deci (2000)は、3つの psychological needs (the need for autonomy, 

competence, and relatedness)が満たされたときより人は、self-determinantになると述べてい
るが、本授業は、クイズ形式で学習者に考える機会を与え（autonomy + 正解できれば
competence）、その結果を話し合わせる機会（relatedness）を持つので、３つの欲求を満たして
いると言える。アンケートの結果は、表 2に示す通りであった。 

表 2. 
Analogy力を活用した授業のアンケート結果（N=55, 表の数字は%を示す。） 

新たに
知った

高校で
習った

大学の
他の授
業で
習った

価値あ
る 楽しい 納得

① 全く当てはまらない 

② 当てはまらない 

③ どちらとも言えない

④ 当てはまる

⑤ 大変当てはまる

無回答

④＋⑤  
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アンケート結果から、約 90%程度の参加者が、事例化とスキーマ化の授業を「価値があり」、「お
もしろい」という点で、④または⑤を選んでいることも注目に値する。SDT に従えば、Extrinsic 
Motivation の Integrated Regulation段階と Intrinsic Motivationの段階が観察される。学
習者がより self-determinantな状態にあると考えられる。 
 
3.4 結論と考察 
本研究では、授業過程において教師がすべてを教えなくても、学習者が Analogy 力を活用し、
既存の事例とスキーマから新たな事例を理解する過程を観察してみたが、項目によりばらつきは

あるものの約50%～70％の正答率で、Analogy力の活用が観察できた。実際のコミュニケーショ
ンでも比喩表現の理解は、母語であっても 100％成功することはなく、誤解があれば推論を繰り
返し理解に至ることを考えれば、教師がすべてを教えなくても学習者の Analogy 力を活用して
授業を行うことは可能であると言える。また、人は比喩能力を活用して言語を習得していく面があ

ることを考えれば、外国語学習においても比喩能力を活性化させることは有効である。今回は、

参加者の比喩能力の活用が観察しやすいように、大学生がこれまでに習っていないことが予想

される表現を用いて Analogy 力の活用を観察する実験をしたが、具体事例とそこから立ち上が
ったスキーマから新たな表現を理解したり生み出したりする、いわゆる、Tomasello (2002: 10)で
説明されている Usage-based syntactic operations（事例に基づく統語操作）は、基本的な表
現の習得でも使われていることである。詳細は、今井(2015: 218)を参照されたい。 
次に、本実験授業は、クイズを出し、自分で考え、クラスメイトと話し合うというプロセスを取った

が、先にも述べたように、このプロセスは Ryan and Deci (2000)が言う３つの psychological 
needs (the need for autonomy, competence, and relatedness)を満たしているので、参加者
の約 90％以上が表 2 で提示したように、今回の授業を「価値があり」「楽しい」と捉えたのではな
いかと考えられる。 
さらなる研究課題として、今回行ったような学習者の Analogy力を活用する英語授業が有効な
学習者はどのような学習者かという点は追及の可能性がある。多くの英語教育研究では、参加者

の英語力を、TOEIC などを指標とし、その得点の高い群には有効とか注意群には有効といった

議論がなされるが、筆者は、学習者の現在の英語力よりも一般認知能力の高い学習者の方が、

現在の英語力が高くなくとも、Analogy力を活用した授業方は有効であると感じているので、この
点については今後調査を深めたい。それ故、今回の実験では、参加者としてグループとしては

一般認知能力が大まかではあるが高いと考えられる国立大学の学生を選んだ。もちろん、一般

認知能力が高い被験者は、国公立大学のみならず、私立大学にも多く存在するので、何も持っ

て、一般認知能力が高いとするかは今後の検討課題である。 
 
注  
1  このダイアログは、NHK英会話『ニューヨーカーの会話術』（浅田浩志氏）の中で取り上げられ
たdialogueと筆者がgreen thumbという表現について、母語話者と実際に会話をした際に聞い
た内容を基に作成したものである。 
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結言 
本稿では、中上級者向けの効果的学習英文法の記述や提示方法について、語用論的音声

文法の構築、生成文法と情報構造のしくみ、認知言語学とL2学習動機づけの関係といった3つ
の異なる観点から意欲的なアプローチを展開した。本稿筆者連は、大学におけるリメデイアル教

育を必ずしも否定するものではないが、大学でしか学べない質の英語を提供すること、すなわち、

大学で学ぶ英語の質的保証もまた、現在の大学英語教育の枢要であると考えている。その意味

において、本稿で記述した内容は「大人の英文法」あるいは「教える視点からの英文法」だと言う

ことができるかもしれない。 
安井(2012: 268-77)が指摘するように、科学文法と学校文法(本稿では学習文法)は記述目的

が異なるに過ぎず、優劣を問う存在ではなく、むしろ相補関係にあると見なすこともできることを

本論考では示した。ハリデー(M.A.K. Halliday)の提唱する機能主義的文法観に基づけば、英
語表現は「整合形(congruent form)」と「文法的メタファー(grammatical metaphor)」に分けら
れる。「整合形」は直截的な言語化を伴う「子どもの文法」が扱い、この「整合形」に文法的操作を

加えた「文法的メタファー」を「大人の文法」は掌ると考えられる。従って、学習文法における様々

な文法事項習得の営みは、「文法的メタファー」を読み解き、「整合形」に還元する高度な認知的

活動に他ならないと指摘することができ、その認識に立って、大学英語教育における学習英文法

は、科学文法が教える知識に基づき、言語的洞察を深めるべく、多元的観点から検討されなけ

ればならない。 
 
補注 
本稿は大学英語教育学会（JACET）第 54回国際大会（2015.8.30 鹿児島大学）において、「最新

言語理論に基づく応用英語文法研究会」を構成する 3 名が実施したシンポジウムの内容に加筆修正
を施し、一篇の形にまとめたものである。担当箇所は以下のとおり。 
大森裕實 「第一節」「緒言」「結言」 
北尾泰幸 「第二節」 
今井隆夫 「第三節」 

 
附記 
本研究の一部は科学研究費（基盤研究C: 25370738）の補助を得ている。 

 
参考文献（第 1節） 
今井邦彦 (1989)『新しい発想による英語発音指導』大修館書店. 
大森裕實 (2013)「Svartvik とその時代」『言語研究と英語教育』10, 1-17. 中部応用言語学研究会. 
岡田伸夫 [監](20012)『英語の構文 150』美誠社. 
城生佰太郎 他 [編] (2011)『音声学基本事典』勉誠出版. 
杉森幹彦 他 (1997)『音声英語の理論と実践』英宝社. 
長谷部陽一郎 (2015)『BYUコーパスと TEDコーパスを用いた言語データの採取と活用』 愛知県 

立大学コーパスワークショップ資料. 
安井 稔 (2012)「学習英文法への期待」大津由紀雄編著『学習英文法を見直したい』(pp. 268-277)  

研究社. 
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論文

誤訳のメッセージ性と真実性：試論
Possible Truths Inside Mistranslations  

－An Attempt at Understanding Mistranslations－ 

英米学科 袖 川 裕 美

 
Abstract

This paper examines five cases of mistranslation to shed light on the 
deliverability and truthfulness of mistranslations. In some cases, a 
“mistranslation” turns out to be a brilliant mistake. 

Case 1): At a meeting for the UN Security Council Resolution 242, an 
intentional mistranslation may have been conducted between English and 
French texts so Arab nations and Israel would agree. 

Case 2): At the time of Japan-China diplomatic normalization, Prime 
Minister Tanaka expressed an apology to China that was mistranslated into 
something banal sounding. 

Case 3): During his US visit to see President Reagan, Prime Minister 
Nakasone’s remarks for an aircraft carrier were mistranslated.  

Case 4): In TPP negotiations, an ultimatum word was used by a Japanese 
interpreter, although the Japanese negotiator had not said it. 

Case 5): At a Japanese event, a supposedly deaf composer was dubbed a 
“digital-age Beethoven” in English; but he replaced it with “modern-day 
Beethoven” in Japanese to make himself sound more significant.  

Some cases of mistranslation are hard to judge as mistakes.  However, 
identifying mistranslations helps reveal cultural differences and 
complicated political backgrounds, and can improve the quality of 
translation and interpretation. 

 

1. はじめに
異なる言語をつなぐ通訳・翻訳には、古今東西、誤訳がつきものである。記録に残る翻

訳はもちろんのこと、本来、一過性の音として消えてしまうはずの通訳でも、最近は録音

され、記録として残される場合が多いため、後から「間違え」が見つかることがある。

しかし、一口に誤訳と言っても、なぜ「誤った」とされる訳語を選択したのかを考察する

と、必ずしも単純に誤りとは言えないものがある。深謀遠慮の末に選び抜いた言葉である

こともあれば、一定の政治的意図をもって選ばれた言葉であることもある。表面的には

「誤り」でも、直観的には真実をとらえていることもある。本稿では、過去の政治の重要な

場面で起きた「誤訳」を中心に５つの事例を取り上げ、誤訳のメッセージ性、ある種の真

実性について考察したい。
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2. 「誤訳」の事例 
2.1 事例
国連安全保障理事会は、1945 年の発足以来、安全保障に関する世界の諸問題に

ついて、数多くの決議を採択してきた（2015 年 8 月時点で 2235 の決議案が採択され
ている）。この中で、翻訳上、意図的に「誤訳」したとされる著名な例が、第 3 次中東戦

争（別名「6 日間戦争」）後の 1967 年 11 月 22 日に採択された安保理決議 242 号で
ある。中東問題は、最早、日本にとっても遠い国の出来事ではなくなっているが、この

決議にまつわる「誤訳」は日本語が介在しないため、日本ではあまり知られていないと

思われるので紹介したい。

第 3 次中東戦争は、アラブ諸国とイスラエルの戦争で、1967 年 6 月 5 日に始まり、
6日間で終わった。イスラエルはたった 6日間で、エジプトのシナイ半島、シリアのゴラン
高原、ヨルダン川西岸を占領してしまった。242 号は、占領地からのイスラエル軍の撤

退や難民問題の解決などを骨子とした戦後処理のために決議された。だが、問題は

「イスラエル軍の撤退」の文言にあった。この部分の英文 i 、フランス語文 ii 、さらに、そ
の英訳 iii は以下のようになり、

i) withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied … 
ii) retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés …
iii) withdrawal … from the territories occupied…  

（下線は筆者） 
 

iii） には i になかった定冠詞が入る( des = de (from) + les (the))。すなわち、フラ
ンス語文では「全」占領地からの撤退という意味になる。定冠詞があるかないかで、イス

ラエル軍が占領地の全部から撤退するのか、一部から撤退するのか、内容が全く違っ

てしまうのだ。 
なぜこうなったのだろうか。第 3 次中東戦争後、安保理は戦後処理のために何として

も決議をまとめる必要があった。だが、当然のことながらアラブもイスラエルも一歩も引か

ない。窮したイギリス代表のキャラドン卿（Baron Caradon）が、両陣営に決議を受け入
れさせるため、安保理の作業言語 working language である英語とフランス語 アラビ

ア語、ロシア語、スペイン語、中国語は公用語だが、作業言語ではない の表現を食い

違わせることにしたと言われている。こうして、242 号は、キャラドン卿の「誤訳」と、それ

に「気づかなかった」各国代表との暗黙の了解によって採択された。

キャラドン卿の外交手腕には脱帽するが、その結果、アラブとイスラエルの主張は食

い違ったまま、今日に至る。すなわち問題は解決されていない。それどころか、中東情

勢は全体に混迷を深め、2011 年にアラブの春で希望が見えたのも束の間、2015 年

11月にはイスラム過激派 IS（イスラム国）によるパリ同時テロが発生するなど、全世界が
苦慮している。

キャラドン卿の画策は成功したと言えるのかどうか、答えは難しい。が、この「誤訳」は、

アラブとイスラエルの現実のありようと矛盾を如実に示すものであったことは間違いな

い。
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2.2 事例 2 
1972 年 9 月 25 日、中国の周恩来首相が、日中国交正常化のため、日本の田中角
栄首相を北京の人民大会堂に招待し、晩餐会を開いた。戦後 27 年がたっていた。田
中首相はこの席上、「過去数十年にわたって、わが国が中国国民に多大のご迷惑をお

かけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明する」と述べた。だが、周首相

を始めとする中国側の列席者は、「日本はやはり反省していない。正しい歴史認識をし

ていない」と受け取った。原因は「迷惑」の訳語にあった。謝罪文は、

我国給中国国民添了很大的麻煩、

我対此再次表示深切的反省之意

と訳されたからだ。

翌朝の会談で、周首相は「田中首相の『中国人民に迷惑 添了麻煩 をかけた』との

言葉は中国人の反感をよぶ。中国では添了麻煩 迷惑 は小さなことにしか使われない」

と述べた。「麻煩」は、服に水がかかってしまった時に謝る程度の軽い言葉で、真剣に

謝る時には使わないという。これに対して、田中首相は「日本語で迷惑をかけたとは誠

心誠意謝罪する意味であり、今後は同じ過ちを繰り返さない、どうか許してほしいという

意味である。適当な語彙があれば、あなたがたの習慣にしたがって改めてもよい」と弁

明。とりあえずは事なきを得たという。

この問題は示唆的である。外国語で自分の意思を伝えるには、当然のことながら、相

手国の文化・風習・歴史を認識していなくてはならない。それでも、この時は「迷惑」に

対する訳語を考えた日本の外務省の認識不足で、誤訳してしまったのかもしれない。

だが、実は外務省は「麻煩」が軽めの謝罪であることを十分に承知していたとも言われ

る。「謝れば、全面的にこちらが悪いことを認めたことになり、相手の要求を全て受け入

れなければならなくなる」との立場から、誤訳を装い、真意を忍ばせた可能性があるの

だ。その結果、中国研究家の矢吹晋氏によれば、「日本はいつまでも謝罪を求められ

続けることになった」という。

また、「迷惑をかけた」という表現について私見を述べると、これは日本人が謝罪する

際の最も一般的かつ的確な心情表現で、日本人の心性に深く組み込まれた言葉なの

ではないかと思う。確かに、「迷惑をかけた」は「謝罪」のような峻厳さを欠き、責任を取

ることを意味するわけではないが、だからといって、謝る気持ちが弱いわけではない。と

いうのも、「迷惑をかけない」は日本人が共有する価値観であり、その基本原則を破る

「迷惑」行為は、許されないこととして誰もが認めるものだからだ。決して軽くはない。だ

が、この言葉は、例えていうと、よろず良きようにと願う万能の挨拶語の「よろしくお願い

します」に通じるような、あまりの汎用性と日常性ゆえに、改まって謝罪の真意を伝える

際には不十分ともいえる。日本人は、企業や政治家の不祥事の幕引きの時に、おしな

べて「迷惑をおかけしました」と言って頭を下げる。同じ日本人から見ても物足りないが、

他にどういう言葉があるかというと、これしかないようにも思える。いずれにしろ、この延長

線で対外交渉の重大な局面で「迷惑をかけた」を使うと、相手方が納得しない恐れがあ

る。
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「迷惑をかけた」を使うなら、田中首相が説明したような敷衍した表現が最初から必

要である。これが最初になかったことで、日中国交正常化という歴史的な局面で、戦

前・戦中に対する明確な反省を伝え切れなかったことになった。

2.3 事例 3
中曽根康弘元首相の「不沈空母」発言事件は、日米外交と通訳について語る際に、

触れずにはおけないエピソードである。1983 年 1 月、レーガン大統領との首脳会談の
ため訪米した中曽根首相が、ワシントン・ポスト紙の社主らとの朝食会で、ソ連の爆撃機

の進出を防ぐため日本列島を「不沈空母」にすると発言したという。他方、同席した日

本政府の担当者は、同行記者団への説明で、「不沈空母」に触れることはなかった。と

ころが、翌日付のポスト紙に「不沈空母」発言が取り上げられ、大騒ぎとなった。

「そうした発言はなかった」、「いやあった、テープに取ってある」云々。日本政府の説

明も二転三転した。真相は、中曽根首相が「大きな航空母艦」といったのを、同時通訳

の第一人者である村松増美氏が、発言の意をくんで ‘unsinkable aircraft carrier’
と訳し、ポスト紙の記者が、この訳語に基づき報道したのだった。一時は誤訳事件とさ

れた。

筆者は、1989 年に株式会社サイマル・インターナショナル（会長は村松増美氏）の

翻訳部に入社した。「不沈空母」については、当時も社員の間で話題になることがあっ

た。いろいろなエピソードを気軽に話す村松氏も、この件については一言も発しなかっ

た。サイマルと外務省の関係も厳しくなっているという噂話まで出ていた。個人的には、

通訳行為の即応的な性質上、後追いの批判は厳しすぎるのではないか、第一人者を

おいて一体誰があのような重要な場の通訳を担えるというのかとの感想を抱いた。一方

で、問題が発生した時の緩衝材（buffer）としての通訳の存在を改めて認識させられ
た。

そして、後年、中曽根氏は『自省録』で「不沈空母発言の“真相”」として次のように述

べている。

「万一有事の際は、日本列島を敵性外国航空機の侵入を許さないような周辺に高い

壁を持った船のようなものにするという意味でした。・・・通訳はそれを unsinkable 
aircraft carrier、つまり不沈空母と意訳したのです。・・・誰が通訳にあたっても、私
の発言そのものが断固たる強い調子ですから、結果はそう違わなかったと思いま

す。・・・安全保障をめぐり、日米関係は極度に悪化していましたから、意図的なショッ

ク療法が必要でした。百万語を費やすよりも不沈空母の一言が、即座にてきめんに

効いたのです」。

中曽根氏の”使命“は、防衛力の増強を強く求めるアメリカに対し日本の忠誠心を

示すことだったと見られるが、意訳とそのストレートな報道によって、それが伝わったこ

とになる。あれは誤訳どころか「名訳」だった。
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2.4 事例 4
通訳の誤訳の最近の例では、2015 年 11 月 18 日、朝日新聞の『（けいざい深話）

検証 TPP:1 米へ、いきなり「最後通牒」』が興味深い。環太平洋経済連携協定（TPP）
のための交渉は、2010年 3月にアメリカの主導で本格化したが、日本が交渉に参加し
たのは 2013年 7月だった。2015年 10月にようやく合意に達するが、交渉は当初から
難航。国内総生産 GDP)で、参加 12か国の 8割を占める日米交渉の行方は、最大の
懸念だった。

日本の甘利明 TPP 担当相は、2013 年 12 月に、アジア歴訪で日本に立ち寄った、
アメリカ通商代表部（USTR）のフロマン（Michael Froman）代表を都内の高級料亭に
招いた。甘利氏は、関税撤廃にこだわるフロマン代表に、農家の反発が強いため、コメ

や牛肉などの関税は撤廃できないことを強調し、「ここからは 1 センチも譲れない。最終
的な回答だ」と言い切った。語気の強さに押されたのか、通訳がこれを「最後通牒

ultimatum 」と訳してしまったという。 
いらだちを募らせていたフロマン代表は「同盟国に対して最後通牒とは何事だ」と激

怒、食事を取ることもなく席を立ってしまった。こうして、日米交渉は「ドン底」から始まっ

たというのだ。

Ultimatum（最後通牒）とは、相手が受け入れなければ交渉を打ち切る意思を意味
する。ちなみにオクスフォードとランダムハウスでは以下のように定義されている。

i) A final demand or statement of terms, the rejection of which will 
result in retaliation or a breakdown in relations  
（条件に関する最終的要求・声明。拒否は報復か関係の決裂となる）（筆者

訳） 
(The New Oxford Dictionary of English) 

 
ii) A final, uncompromising demand or set of terms issued by a party to 

a dispute.  The rejection of which may lead to a severance of 
relations or to the use of force 
 (論争事項に対する最終的かつ妥協無き要求・一連の条件。拒否すれば、
関係の決裂か武力行使にいたることもある)（筆者訳） 
(Random House Unabridged Dictionary Second Edition) 

 
このように外交上の定義が明確なものは、使用には細心の注意が必要である。同じ

通訳者として、訳し過ぎてしまった通訳者には同情を禁じ得ないが、重要な会談を任さ

れる通訳者なら、ultimatum の重みを知っているのは当然との見方も成り立つ。また、

席を立ったフロマン代表を捕まえるべく、その後、言葉を費やさなかったのだろうかとの

疑問も湧く。

しかし、一方で、日本の立場は、国内的には ultimatum と言っても過言ではなかっ

たことも事実であろう。この言葉のおかげで、コメに対する関税撤廃が免れたわけでは

ないかもしれないが、この言葉が、日本の立場のある種の真実を伝えたことは間違いな

い。メッセージ性はあった。
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2.5 事例 5 
最後は、政治の場で発生したのではない誤訳を取り上げたい。2014 年のソチ・オリ

ンピック直前に、フィギュア・スケートの高橋大輔選手のショートプログラムの楽曲「ヴァイ

オリンのためのソナチネ」が、実は両耳が聞こえないとされていた佐村河内守氏の作品

ではなく、ゴーストライターの新垣隆氏が作曲したものであることが明らかになった。ノン

フィクションライターの神山典夫氏が新垣氏への独占インタビュー記事で公表。話題に

なった。

これに関連し、アメリカの雑誌 TIME の 2001 年 9 月 15 日号に掲載された佐村河
内氏へのインタビュー記事の誤訳が問題になった。タイトルは以下のようになっている。

Mamuro Samuragouchi* 佐村河内守   
Songs of Silence (沈黙の音楽)  
Video-game music maestro Samuragoch* can’t hear his own work 
（ スペルは原のまま

（ビデオゲーム音楽の巨匠・佐村河内は自分の作品を聞くことができない （筆者

訳）

記事を書いたのはティム・ラリマー Tim Larimer)記者で、ゲーム「鬼武者」の作曲
家・佐村河内氏のことを

‘a digital-age Beethoven, a deaf composer who overcomes the loss of the 
sense most vital to his work’ 
（作曲家にとって最も重要な感覚の喪失を乗り越えた、耳の聞こえない作曲家、デジ

タル時代のベートーヴェン）（筆者訳）

と評した。

ラリマー記者は、ゲームコンテンツ音楽の作曲家だから、そのまま「デジタル時代の

ベートーヴェン」と書き、当時の佐村河内氏のマネージャーも「デジタル時代の・・・」と

訳している。それが、いつからか「現代のベートーヴェン」となった。2013 年 3 月に放送
された NHK スペシャルも「現代のベートーヴェン」として紹介している。神山氏の指摘

のとおり、「デジタル時代」と「現代」では、ずいぶんと意味と領域が異なる。佐村河内氏

は、「デジタル（＝ゲーム界）という狭い世界のベートーヴェンから、現代（つまり普遍）の

ベートーヴェンに翻訳ひとつで飛躍した」のである。

確かに、デジタル時代と、現代では重みが全く違う。佐村河内氏がこれを「現代の」と

訳すことを思いついたとしたら、逆に、その意図的誤訳のセンスの高さに驚く。だが、敢

えてもう一歩深く考えてみると、何の前提もなく「デジタル時代の・・・」と聞いて、一体ど

れくらいの人がゲーム界を連想できるだろうか。デジタルという言葉は、まだ意味が特定

されるほどの市民権を得てはいないだろう。つまり、この言葉から連想されるイメージは、

人によって異なり、何を意味するかは不明なのではないか。その点、「現代の」が意味

するところは明確である。だから、こちらのほうが広まったのではないか。最終的には、

佐村河内氏は「偽ベートーヴェン」だったようだが、もし彼が障害を負いながら、すべて
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の曲を自分で作曲していたならば、「現代の・・・」は、「デジタル時代の・・」よりも、そのメ

ッセージ性において「名訳」と言えたかもしれない。

 
3. まとめ
以上 5つの事例から、誤訳のメッセージ性、真実性を探ってみた。それぞれに、誤訳

を成立させるような背景や意図があることがうかがえる。ここには、一体何を持って、正

訳とするか、誤訳とするのかという根本的な問題がからむ。そもそも訳をするとは、どうい

うことなのか。改めて 4 つのパターンから整理したい（『よくわかる翻訳通訳学』「訳出方
法のいろいろ」より）。

１） 逐語訳 word-for-word translation 起点テクストにある語を単位として、１

語ずつ順に訳出する方法で、語を単位としてテクストの形式をかえずに目標言

語で再現を試みる方法。理解しづらい文体になる可能性がある。

２） 直訳 literal translation 目標言語においても、起点テクストに忠実な再現

を目指すが、一語ずつ語順を再現する逐語訳よりも、ゆるやかな訳出方法。

３） 意訳（＝意味対応訳）（sense-for-sense translation） 形ではなく内容、つま

りテクストで表された意味が起点・目標テクスト間で対応するように訳す方法。

内容の等価性が重視される。

４） 自由訳（free translation） 意訳より、さらに意味する範囲が広い。起点テクス

トに縛られない訳出方法である。

現実には、上記の方法が交差して訳出している。翻訳は、書かれたテクストを扱うの

で、ひとつの方法に従って訳出し、文体を決めていくことが、かなりのレベルで可能であ

る。読みにくい訳語であっても、できるだけ翻訳者の解釈を排し、原文の中味と香りを

伝えることを主眼として、上記の 1)、2)の方法が取られることもある。
一方、通訳は何が言いたいかを伝えることを主眼とする、即応性の高い言語変換で

ある。そのため、ひとつの方法で訳出することは現実的でない。多くの場合、意訳を中

心に直訳と自由訳を交えながら訳すことになる。そのような通訳はもちろんのこと、じっく

り訳語を練ることができる翻訳であっても、どの位相からとらえるかによって、同じ言葉で

も適訳か誤訳か判断が分かれよう。 
今回は、通訳と翻訳の「誤訳」の両方の例を取り上げたが、以上の 5 つの事例から、

誤訳といっても、単純なミスを除けば、それを成立させるような背景があることが示され

たと考える。また、通訳は、交渉の際の緩衝材（buffer）であり、後に通訳の誤訳だった
ということで、交渉を仕切り直せるなどの「利点」もある。

実際に通訳に携わってきた筆者としては、他の通訳者や翻訳者がさまざまな制約の

中で訳出したものを、後から批判するのはフェアではないと感じることがある。が、「誤訳」

の指摘によって、陥りがちな解釈ミスや、文化の違い、政治的背景などが明らかになり、

通訳・翻訳の全体の質の向上につながることは間違ないので、批判は甘受されるべき

であろう。
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誤訳に潜む一種のメッセージ性、真実性ゆえに、誤った言葉がひとり歩きしてしまう

点には十分に留意しつつ、より正確な訳出をして、理解の橋渡しをしていくことが、通

訳および翻訳の使命である。
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論文 

ドイツ語技能検定試験 3級で求められている 
ドイツ語運用能力について 

 
ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻 人 見 明 宏 

 
0. はじめに 

2012 年に採択された本学の「平成 24 年度グローバル人材育成推進事業構想調書（特色
型）」では，本学外国語学部ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻のドイツ語について，以下の目標レ

ベルを学生の 70％が達成することを目指している。 
 

専攻言語としてのドイツ語 
2年修了時にドイツ語技能検定試験 3級または CEFR A2 
卒業時にドイツ語技能検定試験 2級～準 1級または CEFR B2 

 
また，実践的ドイツ語能力を習得し，ドイツ語技能検定試験（以下，独検）の 3級合格を目指す
という目的で，2015 年度後期から，ドイツ語圏専攻の専攻言語科目として「ドイツ語実践 A」
（半期，1単位，設置年次は 2年次以上）が新規開講された。 
本論文では，過去に実施された独検 3 級の試験問題を分析し，そこで求められている具体

的なドイツ語運用能力について考察する。また，この考察結果を「ドイツ語実践A」の授業目的
の達成に役立てると共に，受講生のより効果的なドイツ語学習と自律学習能力養成のための

取組についても提案する。 
 
1. 独検 3級の検定基準と試験構成 
独検は，1・2・3・4級の 4つの受験級で構成されていたが，2008年秋期の試験から 1・準 1・

2･3･4･5級の 6つの受験級に変更された。3級に関しては，レベルに変更はないが，本論文で
は，基本的に 2008年秋期からの独検の試験問題を対象とする。 
まず，独検の HPに挙げられている 3級の検定基準は，以下のとおりである。 
 
■ドイツ語の初級文法全般にわたる知識を前提に，簡単な会話や文章が理解できる． 
■基本的なドイツ語を理解し，ほとんどの身近な場面に対応できる． 
簡単な内容のコラムや記事などの文章を読むことができる． 
短い文章の内容を聞き，簡単な質問に答え，重要な語句や数字を書き取ることができる． 

■対象は，ドイツ語の授業を約 120時間（90分授業で 80回）以上受講しているか，これと同
じ程度の学習経験のある人． 

（http://www.dokken.or.jp/outline/kijun_j.pdf） 
 
次に，独検 3級の試験構成であるが，これは筆記試験と聞き取り試験の 2部構成となってい

る。筆記試験は，問 1 から問 5 における発音，文法，語彙・熟語の問題，問 6 から問 8 におけ
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る短い文章や会話文の内容把握などの問題から構成されている。聞き取り試験は，3部構成と
なっており，短い文章や会話文の聞き取りと単語や数字の書き取り問題が出題されている。実

施年により，構成，設問数，また出題形式が異なることもあるため，具体的な試験構成につい

ては，2014年秋期試験の例を 2.1で挙げることにする。 
 
2. 独検 3級 2008年秋期から 2014年秋期試験の分析 
以下では，まず 2014 年秋期試験の概要を挙げ，次に試験問題を分析し，独検 3 級で求め

られているドイツ語運用能力について考察する。 
 

2.1. 2014年秋期試験概要 
独検 3 級 2014 年秋期試験の試験時間，試験構成・内容，配点などは，以下のとおりであ

る。 
 
筆記試験（試験時間：60分）：問 1～問 8，計 99点 
聞き取り試験（試験時間：約 20分）：第 1部～第 3部，計 37点 

 試 験 内 容 配 点 
問 1 発音やアクセントに関する問題 3点×4 
問 2 前置詞に関する問題 3点×4 
問 3 動詞や助動詞に関する問題 3点×4 
問 4 再帰代名詞，関係代名詞，形容詞の格変化に関する文法問題 3点×4 
問 5 語彙に関する問題 3点×4 

問 6 
メール文を読んで，空欄に適切な表現を補う，同じ内容を表す文を

選択する，本文の内容と一致する文を選択する問題 
3点×4 

問 7 空欄に入れるのに適切な表現を選択し，会話を完成させる問題 3点×5 
問 8 身近なテーマを扱った文章の内容と一致する文を選択する問題 3点×4 

第 1部 
放送された会話の内容に関する質問に対して，適切な答えを選択

する問題 
4点×3 

第 2部 
放送された文章の内容に関する質問に対して，答えとして適切な

絵を選択する問題 
3点×3 

第 3部 放送された会話の内容に関する質問に，単語や数字で答える問題 4点×4 
 
なお，筆記試験と聞き取り試験の合計点 136 点を 100 点満点に換算した全体の平均点は
64.63 点，合格最低点は 63.24 点である（公益財団法人ドイツ語学文学振興会  (2015) 
S.147）。 
 
2.2. 試験問題の分析 
以下では，独検 3級筆記試験の問 1から問 8および聞き取り試験の第 1部から第 3部につ

いて，問題群ごとにその試験問題を分析する。その際，まず 2014 年秋期試験に関しては，実
施された問題を挙げ，個々の設問について分析し，そこで求められているドイツ語運用能力を
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る短い文章や会話文の内容把握などの問題から構成されている。聞き取り試験は，3部構成と
なっており，短い文章や会話文の聞き取りと単語や数字の書き取り問題が出題されている。実

施年により，構成，設問数，また出題形式が異なることもあるため，具体的な試験構成につい

ては，2014年秋期試験の例を 2.1で挙げることにする。 
 
2. 独検 3級 2008年秋期から 2014年秋期試験の分析 
以下では，まず 2014 年秋期試験の概要を挙げ，次に試験問題を分析し，独検 3 級で求め

られているドイツ語運用能力について考察する。 
 

2.1. 2014年秋期試験概要 
独検 3 級 2014 年秋期試験の試験時間，試験構成・内容，配点などは，以下のとおりであ

る。 
 
筆記試験（試験時間：60分）：問 1～問 8，計 99点 
聞き取り試験（試験時間：約 20分）：第 1部～第 3部，計 37点 

 試 験 内 容 配 点 
問 1 発音やアクセントに関する問題 3点×4 
問 2 前置詞に関する問題 3点×4 
問 3 動詞や助動詞に関する問題 3点×4 
問 4 再帰代名詞，関係代名詞，形容詞の格変化に関する文法問題 3点×4 
問 5 語彙に関する問題 3点×4 

問 6 
メール文を読んで，空欄に適切な表現を補う，同じ内容を表す文を

選択する，本文の内容と一致する文を選択する問題 
3点×4 

問 7 空欄に入れるのに適切な表現を選択し，会話を完成させる問題 3点×5 
問 8 身近なテーマを扱った文章の内容と一致する文を選択する問題 3点×4 

第 1部 
放送された会話の内容に関する質問に対して，適切な答えを選択

する問題 
4点×3 

第 2部 
放送された文章の内容に関する質問に対して，答えとして適切な

絵を選択する問題 
3点×3 

第 3部 放送された会話の内容に関する質問に，単語や数字で答える問題 4点×4 
 
なお，筆記試験と聞き取り試験の合計点 136 点を 100 点満点に換算した全体の平均点は
64.63 点，合格最低点は 63.24 点である（公益財団法人ドイツ語学文学振興会  (2015) 
S.147）。 
 
2.2. 試験問題の分析 
以下では，独検 3級筆記試験の問 1から問 8および聞き取り試験の第 1部から第 3部につ

いて，問題群ごとにその試験問題を分析する。その際，まず 2014 年秋期試験に関しては，実
施された問題を挙げ，個々の設問について分析し，そこで求められているドイツ語運用能力を

考察する。次に，2008 年秋期から 2014 年春期に実施された試験問題については，実施され
た問題は挙げず，2014 年秋期試験も含めた分析結果から，独検 3 級で求められているドイツ
語運用能力について考察する。なお，分析・考察の対象は，文法と熟語の問題を中心に行う。 
 
2.2.1. 筆記試験 
2.2.1.1. 問 1 
問 1は，発音やアクセントに関する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 

1 
次の (1)～(4) の条件にあてはまるものが各組に一つずつあります。それを
下の 1～4のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) 下線部の発音が他と異なる。 

1 Gebirge 2 Geld 3 Genie 4 Gesetz 
 
(2) 下線部が短く発音される。 

1 vielleicht 2 beliebt 3 interessiert 4 ziemlich 
 
(3) 下線部にアクセント（強勢）がある。 

1 Exemplar 2 Maschine 3 Generation 4 Heirat 
 
(4) 問い Aに対する答え Bの下線部中で，通常最も強調して発音される。 

A: Wann soll ich diese Tabletten nehmen? Vor dem Essen? 
B: Nein. Nehmen Sie die Tabletten nach dem Essen! 

 
1 die Tabletten 2 nach 3 dem 4 Essen 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.136）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 選択肢の語のうち，Genieのみが外来語であること。 
gは外来語では [ʒ] と発音されるものがあり，Genieはそれに該当すること。 

(2) ドイツ語の ie は長母音の [iː] と発音されるのが原則であるが，vielleicht の ie は例外的
に短母音 [i] となること。 

(3) 外来語のアクセントに関して，Formular，Exemplar，Seminarなど，-arで終わる語は，最
終音節にアクセントが置かれること。 

(4) 文アクセントは，通常，最も重要な情報を表す部分（焦点）に置かれること。 
問題文では，薬を服用する時間について，vor dem Essenか nach dem Essenかが問題
となっており，nachが焦点であること。 

 
2008年から 2014年の問 1は，通常 4問出題され，母音・子音の発音，母音の長短，語のア
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クセントの位置，文アクセントの位置が問われている。 
母音・子音の発音に関しては，主に，子音の発音，特に ch（外来語を含む），語末・音節末

の -b，-d，-g，語頭・音節頭の sp-，st- の発音が問われている。 
母音の長短に関しては，主に，ch の前の母音や，例外的に短母音（lebendig，vielleicht な

ど）または長母音（Papstなど）になる母音，外来語における母音が問われている。 
語のアクセントの位置に関しては，主に，本来のドイツ語では，分離・非分離前綴りのついた

語や，非分離前綴りのついた語以外で例外的に第一音節にアクセントのない語（vielleicht な
ど）が問われている。外来語では，-al，-ar，-at，-ei，-ell，-ent，-ier，-ieren，-ik，-ion，-isch，
-ium，-or などで終わる語および元の語と派生語でアクセントの位置が異なる語（Musik と
Musikerなど）が問われている。 
話し手が最も重要であると判断した要素は，強調して発音され，文アクセントが置かれる。し

たがって，文アクセントに関しては，文意を正確に把握し，文脈からどの要素が最も重要である

かを判断できることが問われる。以下の例のように，問い Aに対して，答え B-1または B-2のよ
うに，まずそれを打ち消して，新たな情報を伝えるなどの形式で，どの要素が最も重要である

かを判断できることが問われている。 
 

A: Entschuldigung, fährt der Zug hier nach Berlin? 
B-1: Nein, der Zug nach Berlin ist leider schon abgefahren. 
B-2: Nein, der nächste Zug fährt nach Berlin. 

 
2.2.1.2. 問 2 
問 2は，前置詞に関する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 

2 
次の (1)～(4) の文で ( ) の中に入れるのに最も適切なものを下の 1～4
のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) Japan besteht ( ) vielen Inseln. 

1 aus 2 bei 3 von 4 zu 
 
(2) Ich denke immer ( ) meine Heimat. 

1 an 2 gegen 3 in 4 unter 
 
(3) Wir treffen uns ( ) Mittwoch vor dem Kino. 

1 am 2 beim 3 im 4 zum 
 
(4) Dieses Problem hat nichts ( ) uns zu tun. 

1 durch 2 mit 3 nach 4 über 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.136）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 
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クセントの位置，文アクセントの位置が問われている。 
母音・子音の発音に関しては，主に，子音の発音，特に ch（外来語を含む），語末・音節末

の -b，-d，-g，語頭・音節頭の sp-，st- の発音が問われている。 
母音の長短に関しては，主に，ch の前の母音や，例外的に短母音（lebendig，vielleicht な

ど）または長母音（Papstなど）になる母音，外来語における母音が問われている。 
語のアクセントの位置に関しては，主に，本来のドイツ語では，分離・非分離前綴りのついた

語や，非分離前綴りのついた語以外で例外的に第一音節にアクセントのない語（vielleicht な
ど）が問われている。外来語では，-al，-ar，-at，-ei，-ell，-ent，-ier，-ieren，-ik，-ion，-isch，
-ium，-or などで終わる語および元の語と派生語でアクセントの位置が異なる語（Musik と
Musikerなど）が問われている。 
話し手が最も重要であると判断した要素は，強調して発音され，文アクセントが置かれる。し

たがって，文アクセントに関しては，文意を正確に把握し，文脈からどの要素が最も重要である

かを判断できることが問われる。以下の例のように，問い Aに対して，答え B-1または B-2のよ
うに，まずそれを打ち消して，新たな情報を伝えるなどの形式で，どの要素が最も重要である

かを判断できることが問われている。 
 

A: Entschuldigung, fährt der Zug hier nach Berlin? 
B-1: Nein, der Zug nach Berlin ist leider schon abgefahren. 
B-2: Nein, der nächste Zug fährt nach Berlin. 

 
2.2.1.2. 問 2 
問 2は，前置詞に関する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 

2 
次の (1)～(4) の文で ( ) の中に入れるのに最も適切なものを下の 1～4
のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) Japan besteht ( ) vielen Inseln. 

1 aus 2 bei 3 von 4 zu 
 
(2) Ich denke immer ( ) meine Heimat. 

1 an 2 gegen 3 in 4 unter 
 
(3) Wir treffen uns ( ) Mittwoch vor dem Kino. 

1 am 2 beim 3 im 4 zum 
 
(4) Dieses Problem hat nichts ( ) uns zu tun. 

1 durch 2 mit 3 nach 4 über 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.136）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 

 
(1) 動詞 bestehenが，前置詞 aus と結びついて熟語をなすこと。 
(2) 動詞 denkenが，前置詞 an と結びついて熟語をなすこと。 
(3) 前置詞 anが，「曜日・週末・朝夕」を表す名詞と結びついて「～に」を表すこと。 
(4) (etwas / nichts) zu tun habenが，前置詞 mit と結びついて熟語をなすこと。 

 
2008 年から 2014 年の問 2 は，通常 4 問出題され，その多くは特定の前置詞と結びついて

用いられる動詞や形容詞などの熟語が問われている。さらに特定の前置詞と共に用いられる

動詞から派生した名詞も，同じ前置詞と共に用いられることも問われている（auf die Frage 
antworten > eine Antwort auf die Frage）。また前置詞の用法に関する問題も出題されている。
3級では，主に，以下の前置詞の用法と熟語などの知識が問われている。 

・前置詞の用法など 
日時の an＋3格  
河畔・海辺などの an＋3・4格 
場所の bei＋3格（人）  
賛成の für＋4格 

用途・帰属の für＋4格  
理由・原因の wegen＋2格 
非接触の上方を表す über＋3・4格 

・熟語など 
von j 3/et 3 ab|hängen 
Angst vor j 3/et 3 haben 
eine Antwort auf die Frage 
sich 4 über j 4/et 4 ärgern 
auf j 4/et 4 auf|passen 
j 3 von et 3 berichten 
mit et 3 beschäftigt sein 
aus et 3 bestehen 
j 4 um et 4 bitten 
j 3 für et 4 danken 
an j 4/et 4 denken 
sich 4 um et 4 drehen 
sich 4 an j 4/et 4 erinnern 
auf jeden Fall 
mit et 3 fertig sein 
j 4 nach et 3 fragen 
sich 4 auf et 4 freuen 
sich 4 über et 4 freuen 
im Gegenteil 
zu j 3/et 3 gehören 
glücklich über et 4 sein 
aus ... Gründen 

sich 4 für j 4/et 4 interessieren 
für et 4 kämpfen 
sich 4 um j 4/et 4 kümmern 
Lust auf et 4 haben 
et 4 in Ordnung bringen 
zu j 3/et 3 passen 
von j 3/et 3 ist die Rede 
über et 4 schreiben 
an et 3 sterben 
stolz auf j 4/et 4 sein 
an et 3 teil|nehmen 
über et 4 traurig sein 
mit j 3/et 3 nichts zu tun haben 
j 3 zur Verfügung stehen 
im Vergleich zu et 3 
mit j 3 verheiratet sein 
auf et 4 verzichten 
auf j 4/et 4 warten 
was für (ein-) 
in der Zeitung stehen 
mit j 3/et 3 zufrieden sein 
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2.2.1.3. 問 3 
問 3は，動詞や助動詞に関する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 
 

3 
次の (1)～(4) の文で ( ) の中に入れるのに最も適切なものを下の 1～4
のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) Die Bäckerei dort ( ) auch sonntags bis 12.00 Uhr geöffnet. 

1 ist 2 wird 3 wurde 4 sind 
 
(2) Er singt, als ob er Opernsänger ( ). 

1 hatte 2 hätte 3 wäre 4 wurde 
 
(3) Sie ist ins Bett gegangen, ohne das Fenster ( ). 

1 zumachen 2 zumacht 3 zuzumachen 4 zugemacht 
 
(4) Diese Übung muss noch einmal ( ) werden. 

1 wiedergeholt 2 wiederholte 3 wiederholen 4 wiederholt 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.137）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 

 
(1) 空欄に補うのが，動詞 öffnenの過去分詞 geöffnet と結びつく助動詞であること。 

öffnen には，他動詞，自動詞および再帰動詞の用法がある。しかし，問題文に再帰代
名詞がないため，再帰動詞は除外される。また自動詞 öffnen は，完了の助動詞として
habenを支配するが，選択肢に habenがないため，これも除外される。したがって，問題
文の geöffnetが，他動詞 öffnenの過去分詞であること。 

他動詞 öffnenの場合は，通常主語に人が，4格目的語にドアや店が現れる。しかし，問
題文では人の主語が現れておらず，他動詞の 4格目的語 die Bäckereiが主語になって
いる。能動文における他動詞の4格目的語は，受動文では主語になることから，問題文
が受動文であり，空欄に補うのが受動の助動詞であること。 
受動態には動作受動（過去分詞＋werden）と状態受動（過去分詞＋sein）の二種類が
あるが，bis 12.00 Uhr という表現があるため，動作受動は不適切であり，状態受動が適
切であること。 
主語の die Bäckerei が単数であるため，状態受動の助動詞 seinの 3人称単数（現在）
が正解であること。 

(2) als obが，主に接続法第Ⅱ式と共に用いられること。 
選択肢のうち接続法第Ⅱ式は，hätte と wäreであること。 
空欄に hätteを補うと，erが主語であり，Opernsängerは無冠詞であるため複数 4格であ
ると考えられるが，その場合，文意が適切ではないこと。 
空欄に wäre を補うと，Opernsänger は主語の述語内容語であり，文意も適切であり，
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2.2.1.3. 問 3 
問 3は，動詞や助動詞に関する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 
 

3 
次の (1)～(4) の文で ( ) の中に入れるのに最も適切なものを下の 1～4
のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) Die Bäckerei dort ( ) auch sonntags bis 12.00 Uhr geöffnet. 

1 ist 2 wird 3 wurde 4 sind 
 
(2) Er singt, als ob er Opernsänger ( ). 

1 hatte 2 hätte 3 wäre 4 wurde 
 
(3) Sie ist ins Bett gegangen, ohne das Fenster ( ). 

1 zumachen 2 zumacht 3 zuzumachen 4 zugemacht 
 
(4) Diese Übung muss noch einmal ( ) werden. 

1 wiedergeholt 2 wiederholte 3 wiederholen 4 wiederholt 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.137）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 

 
(1) 空欄に補うのが，動詞 öffnenの過去分詞 geöffnet と結びつく助動詞であること。 

öffnen には，他動詞，自動詞および再帰動詞の用法がある。しかし，問題文に再帰代
名詞がないため，再帰動詞は除外される。また自動詞 öffnen は，完了の助動詞として
habenを支配するが，選択肢に habenがないため，これも除外される。したがって，問題
文の geöffnetが，他動詞 öffnenの過去分詞であること。 

他動詞 öffnenの場合は，通常主語に人が，4格目的語にドアや店が現れる。しかし，問
題文では人の主語が現れておらず，他動詞の 4格目的語 die Bäckereiが主語になって
いる。能動文における他動詞の4格目的語は，受動文では主語になることから，問題文
が受動文であり，空欄に補うのが受動の助動詞であること。 
受動態には動作受動（過去分詞＋werden）と状態受動（過去分詞＋sein）の二種類が
あるが，bis 12.00 Uhr という表現があるため，動作受動は不適切であり，状態受動が適
切であること。 
主語の die Bäckerei が単数であるため，状態受動の助動詞 seinの 3人称単数（現在）
が正解であること。 

(2) als obが，主に接続法第Ⅱ式と共に用いられること。 
選択肢のうち接続法第Ⅱ式は，hätte と wäreであること。 
空欄に hätteを補うと，erが主語であり，Opernsängerは無冠詞であるため複数 4格であ
ると考えられるが，その場合，文意が適切ではないこと。 
空欄に wäre を補うと，Opernsänger は主語の述語内容語であり，文意も適切であり，

wäreが正解であること。 
(3) 選択肢が，分離動詞 zu|machen の不定詞または定動詞（1 人称・3 人称複数現在），定

動詞（3人称単数・2人称複数現在），zu不定詞，過去分詞であること。 
ohneは 4格支配の前置詞であるが，ohne das Fenster とすると，文法的には zu不定詞
および過去分詞を補うことは可能であるが，文意が適切ではないこと。 
ohne は zu 不定詞と共にも用いられるが，その場合，文意も適切であり，zuzumachen が
正解であること。 

(4) wiederは分離・非分離前綴りで，動詞 wiederholenには，分離動詞と非分離動詞とがあ
ること。 
分離動詞wieder|holenは「～を取り戻してくる」を，非分離動詞wiederholenは「～を繰り
返す」を意味すること。 
分離動詞 wieder|holen も非分離動詞も wiederholen も他動詞であるが，問題文には 4
格目的語が現れていないため，diese Übungが主語であり，werdenが未来の助動詞で
はなく，受動の助動詞であること。 
受動の助動詞werdenは過去分詞と結びつく。選択肢のうち，過去分詞はwiedergeholt
（分離動詞）とwiederholt（非分離動詞）であるが，分離動詞wieder|holenでは文意が適
切ではなく，非分離動詞wiederholenでは文意が適切であるため，wiederholtが正解で
あること。 

 
2008年から 2014年の問 3は，通常 4問出題され，命令形，zu不定詞，過去形，過去分詞，

受動態，接続法などが問われているが，出題形式が以下の 3つのタイプに大きく分類される。 
 

タイプ A：動詞単独の形を問うもの 
タイプ B：（助）動詞などと結びつく動詞の形を問うもの 
タイプ C：不定詞や過去分詞などと結びつく（助）動詞を問うもの 

 
タイプ Aでは，以下の形式で出題されている。 

 
Ich habe meine Brille vergessen. Lukas, ( ) mal bitte vor! 

1 lesen  2 lies  3 liest  4 lest 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2012) S.111） 

 
この問題では，問題文が du に対する命令文であり，動詞 lesen の du に対する命令形が問わ
れている。このタイプの問題では，ほかに動詞の過去形も問われている。 
まず，命令形に関しては，以下の点が問われている。 
・問題文が命令文であり，主語が 2 人称（親称）の単数 du，複数 ihr，2 人称（敬称）の Sie
のいずれかであるかを判断できること。 
・sprechen型の動詞と sehen型の動詞の duに対する命令形をつくれること。 
・seinの duおよび Sieに対する命令形をつくれること。 

次に，過去形に関しては，以下の点が問われている。 
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・問題文にある gesternなどの表現や，alsおよび nachdemで導入された副文などから，問
題文の定動詞の時称として，過去時称が適切であると判断できること。 
・主語の人称と単数・複数を判断できること。 
・基本的な不規則動詞（geben，gehenなど）や話法の助動詞の過去形をつくれること。 

タイプ Bに関しては，以下の形式で出題されている。 
 

Die Katze ist vor zwei Wochen plötzlich zu uns ( ). 
1 kommen  2 kam  3 gekommen 4 kommt 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2014) S.135） 
 
この問題では，助動詞 sein と結びつく動詞の形が問われている。kommen は，完了の助動詞
に seinを要求する sein 支配の自動詞であるため，過去分詞（gekommen）が適切であると判断
できることが問われている。このように，タイプ B の問題では，（助）動詞と結びつく動詞の形と

機能（完了，受動態など）が問われている。 
タイプ Cに関しては，以下の形式で出題されている。 

 
Die Täter ( ) gestern endlich von der Polizei festgenommen. 

1 sind  2 hatten  3 wurden 4 wären 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2014) S.135） 

 
この問題では，fest|nehmen の過去分詞 festgenommen と結びつく助動詞が問われている。
fest|nehmen は，選択肢の sind と結びつくと状態受動の現在，hatten と結びつくと能動態の過
去完了，wurden と結びつくと動作受動の過去，wären と結びつくと状態受動の接続法第Ⅱ式
現在を表すが，主語が die Täterであることと von der Polizei という表現から問題文が受動態で
あることがわかる。また gestern と結びつく時称，endlich，von der Polizei（状態受動では一般に
動作主は現れない）という表現から状態受動の現在（sind，wäre）は不適切であることがわかり，
動作受動の過去（wurden）が適切であると判断できることが問われている。このように，特にこ
のタイプでは，問題文の態・時称・文意などにも注意する必要がある。 
タイプ Bおよび Cに共通して求められているのは，以下の点である。 
・次の動詞と（助）動詞の結びつきとその機能を理解していること。 

動詞と（助）動詞の結びつき 機能（時称，態，意味など） 
不定詞＋werden 未来時称 
不定詞＋話法の助動詞  
不定詞＋lassen 使役 
sich 4＋（他動詞の）不定詞＋lassen 受動の可能 
4格目的語＋不定詞＋知覚動詞（hören，sehenなど） 知覚動詞構文 
zu不定詞＋haben 必要，「・・・するものがある」 
zu不定詞＋sein 受動の可能，受動の必要 
nichtなどの否定詞＋zu不定詞＋brauchen 「・・・する必要はない」 
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・問題文にある gesternなどの表現や，alsおよび nachdemで導入された副文などから，問
題文の定動詞の時称として，過去時称が適切であると判断できること。 
・主語の人称と単数・複数を判断できること。 
・基本的な不規則動詞（geben，gehenなど）や話法の助動詞の過去形をつくれること。 

タイプ Bに関しては，以下の形式で出題されている。 
 

Die Katze ist vor zwei Wochen plötzlich zu uns ( ). 
1 kommen  2 kam  3 gekommen 4 kommt 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2014) S.135） 
 
この問題では，助動詞 sein と結びつく動詞の形が問われている。kommen は，完了の助動詞
に seinを要求する sein 支配の自動詞であるため，過去分詞（gekommen）が適切であると判断
できることが問われている。このように，タイプ B の問題では，（助）動詞と結びつく動詞の形と

機能（完了，受動態など）が問われている。 
タイプ Cに関しては，以下の形式で出題されている。 

 
Die Täter ( ) gestern endlich von der Polizei festgenommen. 

1 sind  2 hatten  3 wurden 4 wären 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2014) S.135） 

 
この問題では，fest|nehmen の過去分詞 festgenommen と結びつく助動詞が問われている。
fest|nehmen は，選択肢の sind と結びつくと状態受動の現在，hatten と結びつくと能動態の過
去完了，wurden と結びつくと動作受動の過去，wären と結びつくと状態受動の接続法第Ⅱ式
現在を表すが，主語が die Täterであることと von der Polizei という表現から問題文が受動態で
あることがわかる。また gestern と結びつく時称，endlich，von der Polizei（状態受動では一般に
動作主は現れない）という表現から状態受動の現在（sind，wäre）は不適切であることがわかり，
動作受動の過去（wurden）が適切であると判断できることが問われている。このように，特にこ
のタイプでは，問題文の態・時称・文意などにも注意する必要がある。 
タイプ Bおよび Cに共通して求められているのは，以下の点である。 
・次の動詞と（助）動詞の結びつきとその機能を理解していること。 

動詞と（助）動詞の結びつき 機能（時称，態，意味など） 
不定詞＋werden 未来時称 
不定詞＋話法の助動詞  
不定詞＋lassen 使役 
sich 4＋（他動詞の）不定詞＋lassen 受動の可能 
4格目的語＋不定詞＋知覚動詞（hören，sehenなど） 知覚動詞構文 
zu不定詞＋haben 必要，「・・・するものがある」 
zu不定詞＋sein 受動の可能，受動の必要 
nichtなどの否定詞＋zu不定詞＋brauchen 「・・・する必要はない」 

zu不定詞＋vor|haben 「・・・するつもりである」 
（他動詞，sein 支配の自動詞以外の自動詞，話法の
助動詞の）過去分詞＋haben 

完了時称 

（sein支配の自動詞の）過去分詞＋sein 完了時称 
（主に他動詞の）過去分詞＋sein 状態受動 
（主に他動詞の）過去分詞＋werden 動作受動 
（主に他動詞の）過去分詞＋worden＋sein 動作受動の完了時称 

・話法の助動詞には過去分詞が 2 つあり，ほかに本動詞がある場合は，その過去分詞は
不定詞と同形であること。 
・受動の助動詞 werdenの過去分詞は，ge- のつかない wordenであること。 
・分離動詞と非分離動詞の過去分詞をつくれること。また，同一形態の動詞で分離動詞と

非分離動詞の両方がある動詞（übersetzen，wiederholen など）の意味を理解しているこ
と。 
・haben，sein，werdenおよび話法の助動詞の接続法第Ⅱ式をつくれること。 
・問題文の時称を判断できること。 
・um，ohneや後続する zu不定詞句を先取りする esなどから，zu不定詞が必要であると判
断できること。 
・問題文の過去分詞が他動詞であるにもかかわらず，文中に 4格目的語がないこと，動作
主を表す von＋3格があることなどから，問題文が受動文であると判断できること。 
・問題文が受動文である場合，時点やある一定の時間・期間を表す表現などから，動作

受動と状態受動を区別できること。 
・問題文が，前提部を表す wenn副文や als obなどから接続法第Ⅱ式を用いた非現実話
法であると判断できること。 
・問題文が，婉曲・丁寧な表現としての外交的接続法の文であると判断できること。 
・問題文が，ohneによる前置詞句，an … Stelle，fastやbeinaheなどの表現から，非現実話
法の結論部の独立用法であると判断できること。 

 
2.2.1.4. 問 4 
問 4は，文法に関する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 

4 
次の (1)～(4) の文で ( ) の中に入れるのに最も適切なものを下の 1～4
のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) An jene Zeiten kann ich ( ) noch gut erinnern. 

1 es 2 mich 3 mir 4 sich 
 
(2) Du kannst alles machen, ( ) du willst! 

1 dass 2 was 3 wer 4 wohin 
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(3) Sie zeigt einem ( ) den Weg zum Tokyo Skytree. 
1 Deutsch 2 Deutsche 3 Deutschen 4 Deutscher 

 
(4) Wir laden einen Musiker zum Abendessen ein, ( ) wir in Wien kennen 

gelernt haben. 
1 den 2 denen 3 dessen 4 die 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.137）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 動詞 erinnernが，前置詞 anおよび 4格の再帰代名詞と結びついて熟語をなすこと。 
問題文の主語が ich であるため，その再帰代名詞の 4 格は人称代名詞と同形の mich
であること。 

(2) 話法の助動詞 wollenは，本動詞を伴わない場合，4格目的語を支配できること。 
先行する主文に alles があり，これを先行詞とすることができるのが，不定関係代名詞
wasであること。 

(3) 動詞 zeigenが，j 3 den Weg zeigenで「～に道を教える」を意味すること。 
選択肢が，名詞化された形容詞であること。 
問題文の不定冠詞 einem が男性単数 3 格を表しており，形容詞の混合変化男性単数
3格の格語尾が -enであること。 

(4) 問題文の後続文が定動詞後置の副文であること。 
kennen lernenは 4格目的語を支配するが，問題文にはこれがないため，einen Musiker
を先行詞とする定関係代名詞が必要であること。 
定関係代名詞 der は，性・数は先行詞と一致し，格は関係文内の役割によって決まる。
問題文では，先行詞 einen Musikerが男性・単数であり，kennen lernenが 4格目的語を
支配することから，定関係代名詞男性単数 4格の denが必要であること。 

 
2008年から2014年の問4は，通常4問出題され，再帰代名詞，関係代名詞，不定代名詞，

形容詞の格変化，形容詞の比較表現，接続詞・接続詞的副詞などが問われている。 
再帰代名詞に関しては，再帰動詞などと共に用いられた再帰代名詞，特に（3 人称の sich

ではなく）1 人称単数 mir，mich，2 人称単数 dir，dich などが問われている。再帰動詞が支配
する再帰代名詞の格を正確に覚えておく必要がある。主に，以下の再帰動詞と共に用いられ

る再帰代名詞が問われている。 
sich 4 erkälten 
sich 4 … fühlen 
sich 3 et 4 kaufen 
sich 4 setzen 

sich 4 treffen （相互代名詞的用法） 
sich 3 et 4 vor|stellen 
sich 3 et 4 waschen （所有の3格） 

形容詞の比較表現に関しては，問 4のほかに，問 5でも出題されている。主に，以下の表現
が問われている。 
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(3) Sie zeigt einem ( ) den Weg zum Tokyo Skytree. 
1 Deutsch 2 Deutsche 3 Deutschen 4 Deutscher 

 
(4) Wir laden einen Musiker zum Abendessen ein, ( ) wir in Wien kennen 

gelernt haben. 
1 den 2 denen 3 dessen 4 die 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.137）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 動詞 erinnernが，前置詞 anおよび 4格の再帰代名詞と結びついて熟語をなすこと。 
問題文の主語が ich であるため，その再帰代名詞の 4 格は人称代名詞と同形の mich
であること。 

(2) 話法の助動詞 wollenは，本動詞を伴わない場合，4格目的語を支配できること。 
先行する主文に alles があり，これを先行詞とすることができるのが，不定関係代名詞
wasであること。 

(3) 動詞 zeigenが，j 3 den Weg zeigenで「～に道を教える」を意味すること。 
選択肢が，名詞化された形容詞であること。 
問題文の不定冠詞 einem が男性単数 3 格を表しており，形容詞の混合変化男性単数
3格の格語尾が -enであること。 

(4) 問題文の後続文が定動詞後置の副文であること。 
kennen lernenは 4格目的語を支配するが，問題文にはこれがないため，einen Musiker
を先行詞とする定関係代名詞が必要であること。 
定関係代名詞 der は，性・数は先行詞と一致し，格は関係文内の役割によって決まる。
問題文では，先行詞 einen Musikerが男性・単数であり，kennen lernenが 4格目的語を
支配することから，定関係代名詞男性単数 4格の denが必要であること。 

 
2008年から2014年の問4は，通常4問出題され，再帰代名詞，関係代名詞，不定代名詞，

形容詞の格変化，形容詞の比較表現，接続詞・接続詞的副詞などが問われている。 
再帰代名詞に関しては，再帰動詞などと共に用いられた再帰代名詞，特に（3 人称の sich

ではなく）1 人称単数 mir，mich，2 人称単数 dir，dich などが問われている。再帰動詞が支配
する再帰代名詞の格を正確に覚えておく必要がある。主に，以下の再帰動詞と共に用いられ

る再帰代名詞が問われている。 
sich 4 erkälten 
sich 4 … fühlen 
sich 3 et 4 kaufen 
sich 4 setzen 

sich 4 treffen （相互代名詞的用法） 
sich 3 et 4 vor|stellen 
sich 3 et 4 waschen （所有の3格） 

形容詞の比較表現に関しては，問 4のほかに，問 5でも出題されている。主に，以下の表現
が問われている。 

 

・原級を用いた表現 
doppelt so 原級 wie ～ 

・比較級を用いた表現 
比較級 als ～ （alsが副文を導入しているもの） 
immer＋比較級 
viel＋比較級 
je＋比較級A … 副文 , desto / umso [um so]＋比較級B … 主文  

接続詞，接続詞的副詞に関しては，問題文の定動詞の位置から，補うべき語が並列接続詞，

従属接続詞，接続詞的副詞のいずれかであることが判断できること，さらに問題文の文意から，

意味的に適切な語を選択できることが問われている。主に，並列接続詞denn，従属接続詞als，
ob，obwohl，weil，wenn，接続詞的副詞deshalbが出題されている。 
定関係代名詞 der に関しては，これは，その性と数は先行詞と一致し，格は関係文内の役

割によって決まるため，先行詞の性・数，関係文内の役割が判断できること，定関係代名詞

der の格変化，特に 2 格形と複数 3 格形がわかることが問われている。不定関係代名詞 was
に関しては，これが，alles，nichtsおよび形容詞の中性名詞化（das Besteなど）を先行詞とする
ことができることを理解しているかが問われている。 
 
2.2.1.5. 問 5 
問 5は，語彙力を問う問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 

5 
次の (1)～(4) の文で ( ) の中に入れるのに最も適切なものを下の 1～4
のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(1) ( ) gehört das Auto in unserer Garage, Papa? 

1 Wer 2 Wessen 3 Wem 4 Wen 
 
(2) Darf ich eine Frage ( )? 

1 geben 2 legen 3 sagen 4 stellen 
 
(3) Mein Chef ist ( ) von allen Fehlern. － Wirklich? So perfekt ist er? 

1 arm 2 frei 3 reich 4 verwandt 
 
(4) Meine Schwester ist schon lange in deinen Bruder ( ). 

1 begeistert 2 stolz 3 verliebt 4 zufrieden 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.138）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 問題文の動詞 gehörenが人の 3格目的語を支配すること。 
疑問代名詞 wer の 3格が wemであること。 
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(2) 問題文の名詞 Frageが動詞 stellen と結びつき，eine Frage stellenで「質問をする」を意
味すること。 

(3) 問題文の前置詞 vonが形容詞 freiと結びつき，frei von et 3 seinで「～を免れている，～
がない」を意味すること。 

(4) 問題文の前置詞 inが形容詞 verliebtと結びつき，in j 4 verliebt seinで「～に夢中になっ
ている」を意味すること。 

 
2008年から 2014年の問 5は，通常 4問出題され，名詞，形容詞，副詞，動詞などの語彙力

が問われている。主に，以下のような表現・熟語を覚えている必要がある。 
j 4 vom [am] Bahnhof ab|holen ～を駅へ迎えに行く 
einen Termin aus|machen 日取りを取り決める，（診察などの）予約をする 
einen Termin beim Arzt haben 医者に診察の予約をしてある 
j 3 [mit j 3/ auf j 4] böse sein ～に腹を立てている 
j 4 nach Haus(e) bringen ～を家に送り届ける 
sich 4 (bei j 3 für et 4) entschuldigen （～に～について）わびる 
j 3 fehlen ～に欠けている；～の体の具合が悪い 
et 4 … finden ～を･･･と思う，みなす 
frei von et 3 sein ～を免れている，～がない 
Ich bin hier fremd. （道を聞かれたときに）私はここは不案内です。 
j 3 gefallen ～の気に入る 
Wie gefällt Ihnen die Stadt? この町は気に入りましたか？ 
j 3 gehören ～のものである 
das Gefühl haben, dass [als ob] … ･･･のような［･･･であるかのような］気がする 
wenig Erfahrung haben 経験不足である 
Interesse an et 3 haben ～に関心がある 
j 4/et 4 für ... halten ～を･･･とみなす，思う 
einen Vortrag halten 講演をする 
viel / nichts kosten 値段が高い，ただである 
Der Preis ist hoch. その値段は高い。 
Das ist teuer. それは（値段が）高い。 
(von j 3) Abschied nehmen （～に）別れを告げる 
Platz nehmen 着席する 
nach et 3 riechen ～のにおいがする 
zu spät kommen 遅刻する 
statt|finden （催し物などが）行われる 
j 3 (gut) stehen ～に（よく）似合っている 
( j 3) eine Frage stellen （～に）質問をする 
den Zug verpassen 列車に乗り遅れる 
in j 4/et 4 verliebt sein ～に夢中になっている 
zu|nehmen 増える，（人が）太る 
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(2) 問題文の名詞 Frageが動詞 stellen と結びつき，eine Frage stellenで「質問をする」を意
味すること。 

(3) 問題文の前置詞 vonが形容詞 freiと結びつき，frei von et 3 seinで「～を免れている，～
がない」を意味すること。 

(4) 問題文の前置詞 inが形容詞 verliebtと結びつき，in j 4 verliebt seinで「～に夢中になっ
ている」を意味すること。 

 
2008年から 2014年の問 5は，通常 4問出題され，名詞，形容詞，副詞，動詞などの語彙力

が問われている。主に，以下のような表現・熟語を覚えている必要がある。 
j 4 vom [am] Bahnhof ab|holen ～を駅へ迎えに行く 
einen Termin aus|machen 日取りを取り決める，（診察などの）予約をする 
einen Termin beim Arzt haben 医者に診察の予約をしてある 
j 3 [mit j 3/ auf j 4] böse sein ～に腹を立てている 
j 4 nach Haus(e) bringen ～を家に送り届ける 
sich 4 (bei j 3 für et 4) entschuldigen （～に～について）わびる 
j 3 fehlen ～に欠けている；～の体の具合が悪い 
et 4 … finden ～を･･･と思う，みなす 
frei von et 3 sein ～を免れている，～がない 
Ich bin hier fremd. （道を聞かれたときに）私はここは不案内です。 
j 3 gefallen ～の気に入る 
Wie gefällt Ihnen die Stadt? この町は気に入りましたか？ 
j 3 gehören ～のものである 
das Gefühl haben, dass [als ob] … ･･･のような［･･･であるかのような］気がする 
wenig Erfahrung haben 経験不足である 
Interesse an et 3 haben ～に関心がある 
j 4/et 4 für ... halten ～を･･･とみなす，思う 
einen Vortrag halten 講演をする 
viel / nichts kosten 値段が高い，ただである 
Der Preis ist hoch. その値段は高い。 
Das ist teuer. それは（値段が）高い。 
(von j 3) Abschied nehmen （～に）別れを告げる 
Platz nehmen 着席する 
nach et 3 riechen ～のにおいがする 
zu spät kommen 遅刻する 
statt|finden （催し物などが）行われる 
j 3 (gut) stehen ～に（よく）似合っている 
( j 3) eine Frage stellen （～に）質問をする 
den Zug verpassen 列車に乗り遅れる 
in j 4/et 4 verliebt sein ～に夢中になっている 
zu|nehmen 増える，（人が）太る 

2.2.1.6. 問 6 
問 6 は，メール文や手紙文を読んで問いに答える問題であり，20014 年秋期試験は以下の

とおりである。 
 

6 

以下の文章は，職業訓練（Ausbildung）を受けようとしている Röslerさんがレ
ストラン経営者の Maier さんに送ったメールです。このメールを読んで，(1)
～(3) の問いに答えなさい。 

 
Betreff: Bewerbung für die Ausbildungsstelle zum Koch 
Sehr geehrte Frau Maier, 
auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit* habe ich gelesen, dass Ihr 
Restaurant zum 01. August 2014 eine Ausbildungsstelle zum Koch anbietet. Um 
diesen Ausbildungsplatz möchte ich mich hiermit bei Ihnen bewerben. 
Seit langer Zeit habe ich großes Interesse an dem Beruf des Kochs. Kochen ist meine 
große ( A ), weil mir die kreative Zubereitung von Speisen schon seit Jahren sehr 
viel Freude bereitet. Da ich in meiner Freizeit gerne koche und verschiedene Gerichte 
ausprobiere, (B) sehe ich in diesem Beruf meine Zukunft. In Ihrem Restaurant sehe ich 
die Chance auf eine sehr gute Ausbildung, deshalb möchte ich mich bei Ihnen zum 
Koch ausbilden lassen. 
Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch* würde ich mich sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Max Rösler 
 
* Bundesagentur für Arbeit: ドイツ職業安定所・紹介所 
* Vorstellungsgespräch: 面接 
 
(1) 空欄 (A) に入れるのに，最もふさわしい語を次の 1～4 のうちから選び，その番

号を回答欄に記入しなさい。 
 

1 Schwester 2 Angst 3 Freundschaft 4 Leidenschaft 
 
(2) 下線部 (B) と内容的に最も近いものを次の 1～3 のうちから選び，その番号を

解答欄に記入しなさい。 
 

1 Herr Rösler möchte Frau Maier treffen. 
2 Herr Rösler möchte später Koch werden. 
3 Herr Rösler möchte Frau Maier zum Essen einladen. 
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(3) 本文の内容にふさわしい文を，下の 1～5 のうちから二つ選び，その番号を解

答欄に記入しなさい。ただし，番号の順序は問いません。 
 

1 Herr Rösler und Frau Maier kennen sich seit langem sehr gut. 
2 Herr Rösler hat auf einer Internetseite eine Ausbildungsstelle gefunden. 
3 Frau Maier arbeitet bei der Bundesagentur für Arbeit. 
4 Herr Rösler kocht sehr gerne. 
5 Dieser Brief handelt von Herrn Röslers Kochrezepten. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.138 f.）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 本文の内容，特に空欄のある文の先行文 Seit langer Zeit habe ich großes Interesse an 
dem Beruf des Kochs. から，メールの差出人が料理に非常に強い関心を抱いているこ
とを読み取れること。 
選択肢の Leidenschaft の意味がわかり，Kochen ist meine große Leidenschaft, … が適
切であると判断できること。 

(2) 下線部にある Beruf と Zukunft の意味がわかり，選択肢にあるこれらと関連する語句
（später，Koch werden）から，下線部の表している内容と類似の文を判断できること。 

(3) 本文の内容を理解し，それと一致するドイツ語の文を選択できること。 
 

2008 年から 2014 年に出題されたメール文や手紙文の内容は，主に，職業訓練・企業研修，
ドイツ留学，招待状，チケットや宿泊の申し込み，旅行先からのメール・手紙，種々の依頼・照

会やその返答などである。これらの文章を読み，その内容から本文中に適切な語句を補うこと，

本文中の表現と同じ内容を表すものを選択すること，および本文の内容と一致するドイツ語文

を選択することができるかが問われている。 
 
2.2.1.7. 問 7 
問 7 は，空欄に入れるのに適切な表現を選択して会話を完成させる問題であり，2014 年秋

期試験は以下のとおりである。 
 

7 
次の会話が完成するように，空欄 ( a )～( e ) の中に入れるのに最も適
切なものを，下の1～8のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(In der Kneipe) 
Nobuo:  Hallo, Michael! 
Michael:  Hallo, Nobu! Herzlichen Glückwunsch! Ich habe gehört, dass dein Sohn 

Ken die Aufnahmeprüfung bestanden hat. 
Nobuo: Danke. ( a ) 
Michael:  Deine Frau hat uns eine E-Mail geschrieben. ( b ) 
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(3) 本文の内容にふさわしい文を，下の 1～5 のうちから二つ選び，その番号を解

答欄に記入しなさい。ただし，番号の順序は問いません。 
 

1 Herr Rösler und Frau Maier kennen sich seit langem sehr gut. 
2 Herr Rösler hat auf einer Internetseite eine Ausbildungsstelle gefunden. 
3 Frau Maier arbeitet bei der Bundesagentur für Arbeit. 
4 Herr Rösler kocht sehr gerne. 
5 Dieser Brief handelt von Herrn Röslers Kochrezepten. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.138 f.）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 本文の内容，特に空欄のある文の先行文 Seit langer Zeit habe ich großes Interesse an 
dem Beruf des Kochs. から，メールの差出人が料理に非常に強い関心を抱いているこ
とを読み取れること。 
選択肢の Leidenschaft の意味がわかり，Kochen ist meine große Leidenschaft, … が適
切であると判断できること。 

(2) 下線部にある Beruf と Zukunft の意味がわかり，選択肢にあるこれらと関連する語句
（später，Koch werden）から，下線部の表している内容と類似の文を判断できること。 

(3) 本文の内容を理解し，それと一致するドイツ語の文を選択できること。 
 

2008 年から 2014 年に出題されたメール文や手紙文の内容は，主に，職業訓練・企業研修，
ドイツ留学，招待状，チケットや宿泊の申し込み，旅行先からのメール・手紙，種々の依頼・照

会やその返答などである。これらの文章を読み，その内容から本文中に適切な語句を補うこと，

本文中の表現と同じ内容を表すものを選択すること，および本文の内容と一致するドイツ語文

を選択することができるかが問われている。 
 
2.2.1.7. 問 7 
問 7 は，空欄に入れるのに適切な表現を選択して会話を完成させる問題であり，2014 年秋

期試験は以下のとおりである。 
 

7 
次の会話が完成するように，空欄 ( a )～( e ) の中に入れるのに最も適
切なものを，下の1～8のうちから選び，その番号を解答欄に記入しなさい。 

 
(In der Kneipe) 
Nobuo:  Hallo, Michael! 
Michael:  Hallo, Nobu! Herzlichen Glückwunsch! Ich habe gehört, dass dein Sohn 

Ken die Aufnahmeprüfung bestanden hat. 
Nobuo: Danke. ( a ) 
Michael:  Deine Frau hat uns eine E-Mail geschrieben. ( b ) 

Nobuo:  Jura. ( c ) 
Michael:  Ich dachte, er wird Kunstgeschichte studieren und Museumsdirektor 

werden wie du. 
Nobuo:  Na, die meisten Kinder haben ihren eigenen Willen. Er hat immer seine 

Großmutter bewundert. ( d ) Sie war immer gerecht und hatte nie 
Vorurteile. ( e ) Er möchte etwas für die Gerechtigkeit in der 
Gesellschaft tun. 

Michael:  Das ist ja toll! Also stoßen wir auf seinen Erfolg beim Studium an! 
Nobuo:  Danke! Prost! 
 

1 Aber woher kommt er denn? 
2 Aber woher weißt du das? 
3 Das hat auf ihn einen großen Einfluss ausgeübt. 
4 Früher wollte er Arzt werden, aber jetzt will er Richter werden. 
5 Sie komponierte als Musikerin viel. 
6 Sie war als Richterin tätig. 
7 Später will er Kunsthistoriker werden. 
8 Und was studiert er denn? 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.140）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(a) 前後の文脈（Ich habe gehört, dass dein Sohn Ken die Aufnahmeprüfung bestanden hat. 
および Deine Frau hat uns eine E-Mail geschrieben.）から，情報源を質問している Aber 
woher weißt du das? が適切であると判断できること。 

(b) 後続する Juraから，大学の専攻分野を質問している Und was studiert er denn? が適切
であると判断できること。 

(c) 後続する Ich dachte, er wird Kunstgeschichte studieren und Museumsdirektor werden 
wie du. からKenの将来の職業選択が話題になっていること，および先行する Juraと関
連する職業としてRichterが適切であることから，Früher wollte er Arzt werden, aber jetzt 
will er Richter werden. を選択できること。 

(d) 先行文で話題が Großmutterになり，後続する文でも依然として話題が同じであり，後続
する文の gerecht，nie Vorurteileから，Sie war als Richterin tätig. が適切であると判断で
きること。 

(e) 先行文と後続文で話題が Großmutterから Kenに移っており，その前後の文脈から Das 
hat auf ihn einen großen Einfluss ausgeübt. が適切であると判断できること。 

 
2008年から 2014年に出題された会話文は，友人同士の日常会話，家庭内の日常会話，学

校での会話，医者と患者のやり取り，客と店員のやり取り，道案内，乗客と車掌のやり取りなど，

種々様々である。この問題では，当該文の前後の文脈から適切な表現を判断できること，質問
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に対する適切な返答または返答に対する適切な質問を判断できるかが問われている。 
 
2.2.1.8. 問 8 
問 8は，身近なテーマを扱った一定量のまとまった文章の読解力を問う問題であり，2014年

秋期試験は以下のとおりである。 
 

8 
次の文章を読んで，その内容に合うものを下の 1～8 のうちから四つ選び，
その番号を解答欄に記入しなさい。ただし，番号の順序は問いません。 

 
Der WWF machte mit einer deutschlandweiten Aktion Werbung für Naturschutz und 
Artenvielfalt*. Die Naturschutzgesellschaft WWF startete dieses Jahr eine Tour mit 
1600 Pandafiguren durch einen großen Teil Deutschlands. Gestartet hat man in Berlin 
vor dem Hauptbahnhof. Die Reise ging über Köln, München und Stuttgart, bis hin 
nach Hamburg. Der WWF wollte auch die Leute, die sich nicht so viel für 
Naturschutz und Artenvielfalt interessieren, darauf aufmerksam machen, dass es 
weltweit nur noch 1600 Pandas gibt. 
Der WWF hat in vielen Städten an großen Plätzen 1600 kleine Pandafiguren aus 
Pappe* aufgestellt. Das sieht sehr wenig aus und ist auch wenig. Neben den 
Pandabären war ein Stand aufgebaut, um den Personen, die sich die Figuren 
angeschaut haben, zu erklären, worum es dabei geht. Damit die ganzen Bären nicht 
gestohlen wurden, gab es ein Schild, worauf stand, dass man die Pandas bitte nicht 
mitnehmen solle. Der WWF hat den Leuten vertraut, und das hat auch ganz gut 
geklappt, so dass nur ein paar einzelne der Pandas fehlten. 
* Artenvielfalt: 種の多様性 
* Pappe: 厚紙 
 

1 WWF（世界自然保護基金）は，世界各地で募金活動を展開している。 
2 WWFのキャンペーンでは，本物のパンダがドイツの各都市を回っている。 
3 現在，世界中で，たった 1600頭のパンダしか生息していない。 
4 WWF は，自然保護に関心の無い人にも，パンダなど希少種について関心

を持ってもらうよう呼びかけている。 
5 1600個の厚紙で作ったパンダを実際に並べてみると，かなり少なく見える。 
6 会場にはスタンドが設けられ，そこでパンダを眺めて楽しむこともできる。 
7 会場には，厚紙で作ったパンダを持って帰らないよう注意書きがある。 
8 厚紙で作ったパンダの多くが，イベント後に盗まれていた。 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.141）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 
・選択肢 1：deutschlandweitおよびWerbungという表現から，本文の内容と一致していないこ
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に対する適切な返答または返答に対する適切な質問を判断できるかが問われている。 
 
2.2.1.8. 問 8 
問 8は，身近なテーマを扱った一定量のまとまった文章の読解力を問う問題であり，2014年

秋期試験は以下のとおりである。 
 

8 
次の文章を読んで，その内容に合うものを下の 1～8 のうちから四つ選び，
その番号を解答欄に記入しなさい。ただし，番号の順序は問いません。 

 
Der WWF machte mit einer deutschlandweiten Aktion Werbung für Naturschutz und 
Artenvielfalt*. Die Naturschutzgesellschaft WWF startete dieses Jahr eine Tour mit 
1600 Pandafiguren durch einen großen Teil Deutschlands. Gestartet hat man in Berlin 
vor dem Hauptbahnhof. Die Reise ging über Köln, München und Stuttgart, bis hin 
nach Hamburg. Der WWF wollte auch die Leute, die sich nicht so viel für 
Naturschutz und Artenvielfalt interessieren, darauf aufmerksam machen, dass es 
weltweit nur noch 1600 Pandas gibt. 
Der WWF hat in vielen Städten an großen Plätzen 1600 kleine Pandafiguren aus 
Pappe* aufgestellt. Das sieht sehr wenig aus und ist auch wenig. Neben den 
Pandabären war ein Stand aufgebaut, um den Personen, die sich die Figuren 
angeschaut haben, zu erklären, worum es dabei geht. Damit die ganzen Bären nicht 
gestohlen wurden, gab es ein Schild, worauf stand, dass man die Pandas bitte nicht 
mitnehmen solle. Der WWF hat den Leuten vertraut, und das hat auch ganz gut 
geklappt, so dass nur ein paar einzelne der Pandas fehlten. 
* Artenvielfalt: 種の多様性 
* Pappe: 厚紙 
 

1 WWF（世界自然保護基金）は，世界各地で募金活動を展開している。 
2 WWFのキャンペーンでは，本物のパンダがドイツの各都市を回っている。 
3 現在，世界中で，たった 1600頭のパンダしか生息していない。 
4 WWF は，自然保護に関心の無い人にも，パンダなど希少種について関心

を持ってもらうよう呼びかけている。 
5 1600個の厚紙で作ったパンダを実際に並べてみると，かなり少なく見える。 
6 会場にはスタンドが設けられ，そこでパンダを眺めて楽しむこともできる。 
7 会場には，厚紙で作ったパンダを持って帰らないよう注意書きがある。 
8 厚紙で作ったパンダの多くが，イベント後に盗まれていた。 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.141）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 
・選択肢 1：deutschlandweitおよびWerbungという表現から，本文の内容と一致していないこ

と。 
・選択肢 2：Pandafiguren という表現から，本文の内容と一致していないこと。 
・選択肢 3：dass es weltweit nur noch 1600 Pandas gibt から，本文の内容と一致しているこ

と。 
・選択肢 4：Der WWF wollte auch die Leute, die sich nicht so viel für Naturschutz und 

Artenvielfalt interessieren, darauf aufmerksam machen から，本文の内容と一致
していること。 

・選択肢 5：1600 kleine Pandafiguren aus Pappe aufgestellt. Das sieht sehr wenig ausから，本
文の内容と一致していること。 

・選択肢 6：ein Stand aufgebaut, um den Personen […] zu erklärenから，本文の内容と一致し
ていないこと。 

・選択肢 7：gab es ein Schild, worauf stand, dass man die Pandas bitte nicht mitnehmen solle
から，本文の内容と一致していること。 

・選択肢 8：so dass nur ein paar einzelne der Pandas fehlten から，本文の内容と一致している
こと。 

 
2008 年から 2014 年の問 8 は，ドイツ語の文章の内容と一致する日本語の文を選択する問

題である。2009 年春期試験までは，文章の内容から本文中に適切な文を補う問題や適切なタ
イトルを選択する問題もあったが，2009 年秋期からは，内容一致の問題のみとなっている。問
題文は，自然保護，環境問題，学校教育，食生活，健康問題，行事（オクトーバーフェスト，オ

リンピック，復活祭）などをテーマとした内容である。この問題では，特に単語や熟語などの語

彙数が十分であるかが問われている。また，全文否定や部分否定などを正確に理解できること

も重要である。 
 
2.2.2. 聞き取り試験 
2.2.2.1. 第 1部 
第 1 部は，短い会話文を聞いて質問に答える問題であり，2014 年秋期試験は以下のとおり

である。 

 
第1部 Erster Teil 

 
  
1. 第 1部は，問題 (1) から (3) まであります。 
2. ドイツ語の短い会話を 2回放送します。 
3. 設問の答えとして最も適切なものを選択肢 1～4 の中から一つ選び，その番号

を解答用紙の所定の欄に記入してください。 
4. メモは自由にとってかまいません。 
 
(1) Die Wohnung der Frau ist... 

1 90 Quadratmeter groß und hat keinen Balkon. 
2 80 Quadratmeter groß und hat keinen Balkon. 
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3 90 Quadratmeter groß und kostet 500 Euro Miete. 
4 80 Quadratmeter groß und kostet 600 Euro Miete. 

(2) Wo ist das Kino? 
1 In der Beethovenstraße. 
2 Links vor dem Kaufhaus. 
3 Zwischen dem Kaufhaus und der Apotheke. 
4 Hinter der Apotheke. 

(3) Was hat Markus? 
1 Grippe und Husten. 
2 Fieber und Kopfschmerzen. 
3 Eine Erkältung und Fieber. 
4 Schnupfen, Kopfschmerzen und Husten. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.144）  
 

放送 (1)  
A: Wie ist denn deine neue Wohnung?  
B: Toll! Sie ist 80 Quadratmeter groß und hat einen Balkon. Sie kostet nur 500 

Euro Miete. 
A: Das ist wirklich billig. Meine Wohnung hat keinen Balkon. Aber sie ist 90 

Quadratmeter groß. 
B: Und wie hoch ist die Miete? 
A: Ich muss jeden Monat 600 Euro bezahlen. 

 
放送 (2)  

A: Entschuldigung, wo ist das Kino?  
B: Das Kino? Das ist in der Schillerstraße.  
A: Und wie komme ich zum Kino?  
B: Gehen Sie die Beethovenstraße geradeaus und dann links in die Schillerstraße. 

Das Kino ist zwischen dem Kaufhaus und der Apotheke.  
A: Vielen Dank!  

 
放送 (3)  

A: Geht es dir nicht gut, Markus?  
B: Ich habe Schnupfen und Kopfschmerzen. 
A: Oh! Hast du auch Fieber? Vielleicht hast du Grippe. 
B: Nein. Ich habe kein Fieber, aber ein bisschen Husten. 
A: Dann hast du wohl eine Erkältung.  

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.156 ff.）  
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3 90 Quadratmeter groß und kostet 500 Euro Miete. 
4 80 Quadratmeter groß und kostet 600 Euro Miete. 

(2) Wo ist das Kino? 
1 In der Beethovenstraße. 
2 Links vor dem Kaufhaus. 
3 Zwischen dem Kaufhaus und der Apotheke. 
4 Hinter der Apotheke. 

(3) Was hat Markus? 
1 Grippe und Husten. 
2 Fieber und Kopfschmerzen. 
3 Eine Erkältung und Fieber. 
4 Schnupfen, Kopfschmerzen und Husten. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.144）  
 

放送 (1)  
A: Wie ist denn deine neue Wohnung?  
B: Toll! Sie ist 80 Quadratmeter groß und hat einen Balkon. Sie kostet nur 500 

Euro Miete. 
A: Das ist wirklich billig. Meine Wohnung hat keinen Balkon. Aber sie ist 90 

Quadratmeter groß. 
B: Und wie hoch ist die Miete? 
A: Ich muss jeden Monat 600 Euro bezahlen. 

 
放送 (2)  

A: Entschuldigung, wo ist das Kino?  
B: Das Kino? Das ist in der Schillerstraße.  
A: Und wie komme ich zum Kino?  
B: Gehen Sie die Beethovenstraße geradeaus und dann links in die Schillerstraße. 

Das Kino ist zwischen dem Kaufhaus und der Apotheke.  
A: Vielen Dank!  

 
放送 (3)  

A: Geht es dir nicht gut, Markus?  
B: Ich habe Schnupfen und Kopfschmerzen. 
A: Oh! Hast du auch Fieber? Vielleicht hast du Grippe. 
B: Nein. Ich habe kein Fieber, aber ein bisschen Husten. 
A: Dann hast du wohl eine Erkältung.  

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.156 ff.）  
 

ここでは，以下の点が問われている。 
 

(1) 放送されたドイツ語から，女性のアパートについて，keinen Balkon，90 Quadratmeter 
groß，600 Euroを聞き取ることができること。 

(2) 放送されたドイツ語の Das Kino ist zwischen dem Kaufhaus und der Apotheke. を聞き取
ることができること。 

(3) 放送されたドイツ語から，Schnupfen und Kopfschmerzen，kein Fieber, aber ein bisschen 
Hustenを聞き取ることができること。 

 
聞き取り試験の第 1部は，2014年秋期から出題形式が変更された。2008年から 2014年春

期までは，4 つの短い会話を聞き，その中から最も自然な内容の会話を選択する問題である。
会話は，Aの質問，Bの返答，Aの反応からなり，Aの発話部分はすべて同じで，Bの発話部
分のみが異なっている。これに対し，2014 年秋期からは，放送された会話を聞き，質問に対す
る最も適切な答えを選択するという出題形式に変更された。数字や基本的な単語を聞き取れ

ること，また肯定・否定などを理解できることが問われている。 
第 1部に関しては，公開されている独検の試験問題が 2014年実施のものまでだが，今後も

新しい形式で出題されると思われる。今後の出題形式と内容を確認し，そこで求められている

ドイツ語運用能力を詳しく調べる必要がある。 
 

2.2.2.2. 第 2部 
第 2 部は，放送されたドイツ語の文章・会話文を聞き，放送されたドイツ語の質問に対する

答えとして適切な絵を選択する問題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 
第2部 Zweiter Teil 

 
  
1. 第 2部は，問題 (4) から (6) まであります。 
2. まずドイツ語の文章を放送します。 
3. 次に，内容についての質問を読みます。間隔を置いてもう一度放送します。 
4. 質問に対する答えとして最も適した絵をそれぞれ 1～2 のうちから選び，その番

号を解答用紙の所定の欄に記入してください。 
5. 以下，同じ要領で問題 (6) まで順次進みます。 
6. 最後に，問題 (4) から (6) までの文章と質問をもう一度通して放送します。 
7. メモは自由にとってかまいません。 

 

(4) 
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（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.144 f.）  

 

放送 (4)  
Guten Tag, Herr Müller. Wir möchten Sie heute über Ihre Reise informieren. Sie 
fahren am Montag mit dem Zug zum Flughafen Frankfurt. Dann fliegen Sie mit 
dem Flugzeug nach Madrid und fahren dann mit dem Bus zum Bahnhof. Von dort 
nehmen Sie ein Taxi bis zu Ihrem Hotel. 

 
放送 (5)  

Eva, ich habe meinen Laptop zu Hause vergessen. Ich glaube, er ist im 
Wohnzimmer auf dem Sofa. Kannst du ihn mir um 13 Uhr zum Seminar 
mitbringen? Danke! Bis später! 

 
放送 (6)  

Und nun das Wetter. In Norddeutschland ist es wolkig bei 26 Grad. Im Süden 
Deutschlands scheint morgen den ganzen Tag die Sonne bei 28 Grad. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.158 ff.）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(4) 放送されたドイツ語の質問から，ホテルまでの移動手段が問われていることが理解でき
ること。 
放送されたドイツ語の Von dort nehmen Sie ein Taxi bis zu Ihrem Hotel. を聞き取れるこ
と。 

(5) 放送されたドイツ語の質問から，ラップトップが置かれた場所が問われていることが理解
できること。 

(5) 

(6) 
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（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.144 f.）  

 

放送 (4)  
Guten Tag, Herr Müller. Wir möchten Sie heute über Ihre Reise informieren. Sie 
fahren am Montag mit dem Zug zum Flughafen Frankfurt. Dann fliegen Sie mit 
dem Flugzeug nach Madrid und fahren dann mit dem Bus zum Bahnhof. Von dort 
nehmen Sie ein Taxi bis zu Ihrem Hotel. 

 
放送 (5)  

Eva, ich habe meinen Laptop zu Hause vergessen. Ich glaube, er ist im 
Wohnzimmer auf dem Sofa. Kannst du ihn mir um 13 Uhr zum Seminar 
mitbringen? Danke! Bis später! 

 
放送 (6)  

Und nun das Wetter. In Norddeutschland ist es wolkig bei 26 Grad. Im Süden 
Deutschlands scheint morgen den ganzen Tag die Sonne bei 28 Grad. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.158 ff.）  
 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(4) 放送されたドイツ語の質問から，ホテルまでの移動手段が問われていることが理解でき
ること。 
放送されたドイツ語の Von dort nehmen Sie ein Taxi bis zu Ihrem Hotel. を聞き取れるこ
と。 

(5) 放送されたドイツ語の質問から，ラップトップが置かれた場所が問われていることが理解
できること。 

(5) 

(6) 

放送されたドイツ語の前置詞 auf (dem Sofa) を聞き取れること。 
(6) 放送されたドイツ語の質問から，気象状況が問われていることが理解できること。 

放送されたドイツ語から，Norddeutschland，wolkig，26 Grad と Süden，scheint … die 
Sonne，28 Gradの組み合わせを正しく聞き取れること。 

 
2008年から 2014年の第 2部では，主に，数字および数字を用いた時刻・価格，交通手段，

国名・地名，食料品（野菜，果物，飲料），飲食店・宿泊施設（ホテルの客室），医療機関・医師，

親族名称，気象状況，方位・位置関係（前置詞，「左右」），否定（nicht，keinなど），その他，基
本的な動詞・名詞・形容詞などの表現・語彙の聞き取りが問われている。 
 
2.2.2.3. 第 3部 
第 3 部は，放送された会話を聞き，その内容に関する質問に単語や数字を書いて答える問

題であり，2014年秋期試験は以下のとおりである。 

 
第3部 Dritter Teil 

 
  
1. 第 3部は，問題 (7) から (10) まであります。 
2. まずドイツ語の会話を放送します。それに続き，この会話の内容に関する質問 

(7)～(10) を読みます。 
3. そのあと，約 30秒の間をおいてから，同じ会話をもう一度放送します。 
4. 次に質問 (7)～(10) をもう一度読みます。 
5. 質問に対する答えとして，(7)，(9)，(10) には適切な一語を，(8) には算用数字

を解答用紙の所定の欄に記入してください。 
6. メモは自由にとってかまいません。 
7. 質問 (10) の放送のあと，およそ 1 分後に試験終了のアナウンスがあります。試

験監督者が解答用紙を集め終わるまで席を離れないでください。 
 
 (7)  Er ist in letzter Zeit so __________ . 
 (8)  Er arbeitet bis □□ Uhr. 
 (9)  Er trinkt zu wenig __________. 
(10)  Er soll das __________ aufmachen. 

（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.145）  
 

放送   
A: Ich bin in letzter Zeit so müde. 
B: Arbeitest du zu viel?  
A: Na ja, es geht. Ich arbeite immer bis 20 Uhr. Ich arbeite also jeden Tag zwei 

Stunden länger. 
B: Und warum? 
A: Ich arbeite an einem wichtigen Projekt. 
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B: Da kann man nichts machen. Trink doch einfach mehr Kaffee. 
A: Ich trinke schon zu viel Kaffee. Da bekomme ich noch Magenprobleme. 
B: Ich habe gehört, man ist müde, wenn man zu wenig Wasser trinkt. 
A: Stimmt. Ich trinke zu wenig Wasser. 
B: Und man soll das Fenster aufmachen. Frische Luft tut gut. Am besten ist 

natürlich, wenn du spazieren gehst.  
A: Das ist eine gute Idee. 

 
放送 (7)  

Wie geht es dem Mann in letzter Zeit? 
 
放送 (8)  

Bis wann arbeitet der Mann jeden Tag? 
 
放送 (9)  

Was trinkt der Mann zu wenig? 
 
放送 (10)  

Was soll der Mann machen? 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.160 ff.）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(7) 放送されたドイツ語の質問文Wie geht es dem Mann in letzter Zeit? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がIch bin in letzter Zeit so müde. であること
がわかり，müdeを聞き取れ，かつ正しいスペルで書けること。 

(8) 放送されたドイツ語の質問文Bis wann arbeitet der Mann jeden Tag? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がIch arbeite immer bis 20 Uhr. であること
がわかり，20（zwanzig）を聞き取れること。 

(9) 放送されたドイツ語の質問文Was trinkt der Mann zu wenig? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がIch trinke zu wenig Wasser. であることがわ
かり，Wasserを聞き取れ，かつ正しいスペルで書けること。 

(10) 放送されたドイツ語の質問文Was soll der Mann machen? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がUnd man soll das Fenster aufmachen. であ
ることがわかり，Fensterを聞き取れ，かつ正しいスペルで書けること。 

 
2008年から 2014年の第 3部では，主に，数字（2桁が中心であるが，まれに 3桁）および数

字を用いた時刻（halb ～を含む）・日時・価格，季節・月名・曜日，その他，基本的な名詞
（Jahr，Woche），動詞（arbeiten），形容詞（blau）などの表現・語彙の聞き取りが問われている。
また，名詞に関しては，頭文字を大書することや，単数・複数（Kinder，Wochen など）も正しく
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B: Da kann man nichts machen. Trink doch einfach mehr Kaffee. 
A: Ich trinke schon zu viel Kaffee. Da bekomme ich noch Magenprobleme. 
B: Ich habe gehört, man ist müde, wenn man zu wenig Wasser trinkt. 
A: Stimmt. Ich trinke zu wenig Wasser. 
B: Und man soll das Fenster aufmachen. Frische Luft tut gut. Am besten ist 

natürlich, wenn du spazieren gehst.  
A: Das ist eine gute Idee. 

 
放送 (7)  

Wie geht es dem Mann in letzter Zeit? 
 
放送 (8)  

Bis wann arbeitet der Mann jeden Tag? 
 
放送 (9)  

Was trinkt der Mann zu wenig? 
 
放送 (10)  

Was soll der Mann machen? 
（公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2015) S.160 ff.）  

 
ここでは，以下の点が問われている。 
 

(7) 放送されたドイツ語の質問文Wie geht es dem Mann in letzter Zeit? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がIch bin in letzter Zeit so müde. であること
がわかり，müdeを聞き取れ，かつ正しいスペルで書けること。 

(8) 放送されたドイツ語の質問文Bis wann arbeitet der Mann jeden Tag? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がIch arbeite immer bis 20 Uhr. であること
がわかり，20（zwanzig）を聞き取れること。 

(9) 放送されたドイツ語の質問文Was trinkt der Mann zu wenig? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がIch trinke zu wenig Wasser. であることがわ
かり，Wasserを聞き取れ，かつ正しいスペルで書けること。 

(10) 放送されたドイツ語の質問文Was soll der Mann machen? を聞き取れること。 
放送された会話文で，質問に対応する部分がUnd man soll das Fenster aufmachen. であ
ることがわかり，Fensterを聞き取れ，かつ正しいスペルで書けること。 

 
2008年から 2014年の第 3部では，主に，数字（2桁が中心であるが，まれに 3桁）および数

字を用いた時刻（halb ～を含む）・日時・価格，季節・月名・曜日，その他，基本的な名詞
（Jahr，Woche），動詞（arbeiten），形容詞（blau）などの表現・語彙の聞き取りが問われている。
また，名詞に関しては，頭文字を大書することや，単数・複数（Kinder，Wochen など）も正しく

聞き取り，書き取らねばならない。さらに，音声を聞いて，その音声に対応する単語のスペルを

正確に書くことも求められている。この点では，特に ei，eu，ig，tt（mit と Mittwoch など），tz，ü
および lと rなどの綴りや英語と発音の異なる子音（sch，j，有声音の s，語末・音節末の -b，-d，
-g）を含む語のスペルに注意して学習することが求められている。 
 
3. 今後の「ドイツ語実践 A」と外国語の自律学習能力養成にむけて 
「ドイツ語実践A」および同種の授業において，受講生が今後，2で分析・考察した独検 3級

で求められているドイツ語運用能力を習得する，またはそれを向上させるために，以下の 2 つ
の取組を提案する。 
まず，教授者が受講生のドイツ語運用能力を正確に把握することが必要である。これは当

然のことであるが，実際にはなかなか難しいものである。そこで「ドイツ語実践 A」では，第 1 回
の授業で 2014 年秋期筆記試験を，第 2 回の授業で同聞き取り試験を受講生に課し，その結
果をまとめた成績表を作成した。以下の表 1・2 は，この成績表に，2014 年秋期試験の実際の
受験者の正解率（表の「全国正解率」）（公益財団法人ドイツ語学文学振興会  (2015) S.147 
ff.）を追加したものである。 

 
表 1 （筆記試験；出席者 26名） 

問 設問 選択肢 
ドイツ語実践A 

全 国
正解率 

 
問 設問 選択肢 

ドイツ語実践 A 
全 国
正解率 選択

者数 選択率  選択
者数 選択率 

1 (1) 1 3 11.5%  
 2 (1) 正解 1 15 57.7% 46.1% 

2 0 
  

 2 9 34.6%  
正解 3 23 88.5% 83.7%  3 2 7.7%  

4 0 
  

 4 0   
(2) 正解 1 26 100.0% 68.4%  (2) 正解 1 22 84.6% 63.7% 

2 0 
  

 2 3 11.5%  
3 0 

  
 3 0   

4 0 
  

 4 1 3.8%  
(3) 正解 1 14 53.8% 29.3%  (3) 正解 1 24 92.3% 65.4% 

2 2 7.7%  
 2 0   

3 3 11.5%  
 3 2 7.7%  

4 7 26.9%  
 4 0   

(4) 1 1 3.8%  
 (4) 1 1 3.8%  

正解 2 22 84.6% 85.0%  正解 2 9 34.6% 49.9% 
3 0 

  
 3 4 15.4%  

4 3 11.5%  
 4 12 46.2%  
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問 設問 選択肢 
ドイツ語実践A 

全 国
正解率 

 
問 設問 選択肢 

ドイツ語実践 A 
全 国
正解率 選択

者数 選択率  選択
者数 選択率 

3 (1) 正解 1 15 57.7% 44.5%  5 (1) 1 3 11.5%  
2 11 42.3%   2 0   
3 0    正解 3 21 80.8% 51.9% 
4 0    4 2 7.7%  

(2) 1 1 3.8%   (2) 1 6 23.1%  
2 2 7.7%   2 0   

正解 3 21 80.8% 56.5%  3 4 15.4%  
4 2 7.7%   正解 4 16 61.5% 26.3% 

(3) 1 9 34.6%   (3) 1 3 11.5%  
2 0    正解 2 8 30.8% 28.8% 

正解 3 11 42.3% 27.4%  3 13 50.0%  
4 6 23.1%   4 2 7.7%  

(4) 1 7 26.9%   (4) 1 5 19.2%  
2 1 3.8%   2 2 7.7%  
3 9 34.6%   正解 3 15 57.7% 50.8% 

正解 4 9 34.6% 23.6%  4 4 15.4%  
4 (1) 1 0    6 (1) 1 1 3.8%  

正解 2 20 76.9% 59.0%  2 7 26.9%  
3 6 23.1%   3 11 42.3%  
4 0    正解 4 7 26.9% 36.8% 

(2) 1 5 19.2%   (2) 1 3 11.5%  
正解 2 21 80.8% 70.0%  正解 2 22 84.6% 68.2% 

3 0    3 1 3.8%  
4 0    4 0   

(3) 1 0    (3) 1 0   
2 1 3.8%   正解 2 24 92.3% 86.9% 

正解 3 20 76.9% 41.4%  3 1 3.8%  
4 5 19.2%   正解 4 22 84.6% 81.2% 

(4) 正解 1 18 69.2% 60.3%  5 5 19.2%  
2 3 11.5%   7 a 正解 2 25 96.2% 82.7% 
3 5 19.2%   b 正解 8 21 80.8% 69.4% 
4 0    c 正解 4 10 38.5% 38.4% 

       d 正解 6 11 42.3% 49.7% 
       e 正解 3 11 42.3% 41.1% 
       8  1 5 19.2%  
       2 1 3.8%  
       正解 3 22 84.6% 74.7% 
       正解 4 23 88.5% 87.3% 
       正解 5 24 92.3% 80.1% 
       6 6 23.1%  
       正解 7 23 88.5% 85.3% 
       8 0   
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問 設問 選択肢 
ドイツ語実践A 

全 国
正解率 

 
問 設問 選択肢 

ドイツ語実践 A 
全 国
正解率 選択

者数 選択率  選択
者数 選択率 

3 (1) 正解 1 15 57.7% 44.5%  5 (1) 1 3 11.5%  
2 11 42.3%   2 0   
3 0    正解 3 21 80.8% 51.9% 
4 0    4 2 7.7%  

(2) 1 1 3.8%   (2) 1 6 23.1%  
2 2 7.7%   2 0   

正解 3 21 80.8% 56.5%  3 4 15.4%  
4 2 7.7%   正解 4 16 61.5% 26.3% 

(3) 1 9 34.6%   (3) 1 3 11.5%  
2 0    正解 2 8 30.8% 28.8% 

正解 3 11 42.3% 27.4%  3 13 50.0%  
4 6 23.1%   4 2 7.7%  

(4) 1 7 26.9%   (4) 1 5 19.2%  
2 1 3.8%   2 2 7.7%  
3 9 34.6%   正解 3 15 57.7% 50.8% 

正解 4 9 34.6% 23.6%  4 4 15.4%  
4 (1) 1 0    6 (1) 1 1 3.8%  

正解 2 20 76.9% 59.0%  2 7 26.9%  
3 6 23.1%   3 11 42.3%  
4 0    正解 4 7 26.9% 36.8% 

(2) 1 5 19.2%   (2) 1 3 11.5%  
正解 2 21 80.8% 70.0%  正解 2 22 84.6% 68.2% 

3 0    3 1 3.8%  
4 0    4 0   

(3) 1 0    (3) 1 0   
2 1 3.8%   正解 2 24 92.3% 86.9% 

正解 3 20 76.9% 41.4%  3 1 3.8%  
4 5 19.2%   正解 4 22 84.6% 81.2% 

(4) 正解 1 18 69.2% 60.3%  5 5 19.2%  
2 3 11.5%   7 a 正解 2 25 96.2% 82.7% 
3 5 19.2%   b 正解 8 21 80.8% 69.4% 
4 0    c 正解 4 10 38.5% 38.4% 

       d 正解 6 11 42.3% 49.7% 
       e 正解 3 11 42.3% 41.1% 
       8  1 5 19.2%  
       2 1 3.8%  
       正解 3 22 84.6% 74.7% 
       正解 4 23 88.5% 87.3% 
       正解 5 24 92.3% 80.1% 
       6 6 23.1%  
       正解 7 23 88.5% 85.3% 
       8 0   

 
 

表 2 （聞き取り試験；出席者 25名） 

部 設問 選択肢 
ドイツ語実践A 

全 国
正解率 

 
部 設問 選択肢 

ドイツ語実践 A 
全 国
正解率 選択

者数 選択率  選択
者数 選択率 

1 (1) 正解 1 22 88.0% 71.1%  2 (4) 1 0   
2 1 4.0%   2 0   
3 1 4.0%   正解 3 25 100.0% 97.9% 
4 1 4.0%   (5) 1 0   

(2) 1 1 4.0%   2 1 4.0%  
2 0    正解 3 23 92.0% 84.8% 

正解 3 24 96.0% 94.2%  (6) 1 1 4.0%  
4 0    正解 2 24 96.0% 93.3% 

(3) 1 0    3 0   
2 0    3 (7) müde 25 100.0% 81.8% 
3 0    (8) 20 19 76.0% 79.6% 

正解 4 25 100.0% 94.6%  (9) Wasser 22 88.0% 69.4% 
       (10) Fenster 23 92.0% 64.4% 

 
この全体成績表によって，各問題の難度および受講生の運用能力のレベルがより正確に把

握できる。例えば，2014 年秋期試験に関しては，筆記問題の問 3（動詞や助動詞に関する問
題）では，設問 1で，状態受動が問われているにもかかわらず，4割程度の受講生が動作受動
と誤って判断していること，設問 2 で，als ob が接続法第Ⅱ式と共に用いられる点は 8 割程度
の受講生が理解していること，などである。 
この全体成績表は受講生にも配付したが，今後は，各問題の難度もわかるように「全国正解

率」も記載したものを配付するように改善する。 
次に，学習者が自身のドイツ語運用能力を把握することが必要である。特に，自律した外国

語学習において，文法・語彙・読解・聴解などのカテゴリーで，どの運用能力がどの程度足りて

いないのかを学習者が自覚することは，効果的な学習に不可欠である。そこで，第 1・2回の授
業で課した 2014年秋期試験の結果を，受講生ごとにまとめた表 3（次頁）を作成・配付した。 
この個人成績表から受講生は，2014 年秋期の筆記試験に関して，問 2 の前置詞に関する

問題，問4の文法，特に関係代名詞に関する問題，問6の語彙および同義表現に関する問題
が，それぞれ半分しか正解できておらず，この受講生は，これらについて今後重点的に学習

する必要があることを自身で判断することができる。 
なお，個人成績表は，受講生自身による，より正確な運用能力把握のために，小テストなど

の結果についても配付している。 
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表 3 

問 設問 正解 正解率  問 設
問 

正
解 正解率  部 設問 正解 正解率 

1 (1) ○

100.0% 

 5 (1) ○

75.0% 

 1 (1) ○

100.0% 
(2) ○  (2)  (2) ○

(3) ○  (3) ○  (3) ○

(4) ○  (4) ○  2 (4) ○

100.0% 
2 (1) ○

50.0% 

 6 (1) 

50.0% 

 (5) ○

(2)  (2)  (6) ○

(3) ○  
(3) 

○  3 (7) ○

75.0% 

(4)  ○  (8) 
3 (1) ○

75.0% 

 7 a ○

60.0% 

 (9) ○

(2) ○  b ○  (10) ○

(3) ○  c      
(4)  d      

4 (1) ○

50.0% 

 e ○      
(2)   8 

 

○

100.0% 

     
(3) ○  ○      
(4)   ○      

     ○      
 
個人成績表については，今後の改善点として，配付の回数と時期が挙げられる。中間試験

および期末試験後に配付するのは当然であるが，例えば，試験前にも配付することによって，

各自がより効果的な試験勉強を行うことができると思われる。また，可能であれば，今後この個

人成績表は，受講生自身が作成するように指導する。それによって，受講生の自律学習能力

がより高まることが期待できよう。 
 
〔参考文献〕 
公益財団法人ドイツ語学文学振興会 (2009)：独検過去問題集 2009 年版〈5 級・4 級・3 級〉．

郁文堂． 
― (2010)：独検過去問題集 2010年版〈5級・4級・3級〉．郁文堂． 
― (2011)：独検過去問題集 2011年版〈5級・4級・3級〉．郁文堂． 
― (2012)：独検過去問題集 2012年版〈5級・4級・3級〉．郁文堂． 
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〔参考ホームページ〕 
独検 online：http://www.dokken.or.jp/ （ドイツ語技能検定試験のHP；2015年 11月 6日閲覧） 
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論文

The Challenge of Language Translation 
when One of the Languages is Baseball 

Kimiko Akita and Rick Kenney 
 
In the spring of 2014, the authors initiated a multidisciplinary research project that required 
close reading of six months’ worth of the Chunichi Shimbun from the year 1962. The objective 
was to study how the newspaper chronicled the story of the first gaijin to play for the hometown 
Dragons of Nippon Professional Baseball. The authors’ goals were manifold: to establish 
through a journalistic historiography the performances of retired American baseball players 
Don Newcombe and Larry Doby; to conduct a textual analysis of words and photographs that 
referred to the two Americans; and to examine the ethics of newspaper coverage by a media 
outlet with an explicit conflict of interest—because it owned the baseball team whose success 
would influence business outcomes. 
 The challenge to such a study of the newspaper was clear. One of the authors was a 
scholar who spoke and wrote fluently in her native Japanese and in English—well enough to 
have become a tenured associate professor of communication at a major research university in 
the United States. The other author was an American with an international reputation as a writer 
and editor in both popular journalism and academia and as a scholar of American baseball. 
Although locating each reference to Mssrs. Newcombe and Doby in every edition of the 
Chunichi Shimbun from March 1 through October 31, 1962, was daunting and tedious, it was 
accomplished over a period of three weeks. Translation, however, exposed the scholars’ 
weakness: Between them, they had only the English language in common. And though the 
American researcher learned, over time, to recognize “Newcombe” and “Doby” in Chinese 
characters, communicating “baseball” between the two scholars proved nearly impossible. 
 This article discusses how the authors overcame the challenge of translation when one 
of the languages is baseball. 
 
Notes about the Japanese language—and kanji 
 Even in the 21st Century, O’Hagan and Ashworth (2002) observed, “language 
continues to be a principal obstacle to full globalization” (p. ix). In Japan alone— defined as 
the archipelago to the east of China and Korea—Japanese language is spoken by over 135 
million people (Kondo & Wakabayashi, 2009, p. 468). In the United States, 455,000 people 
report that they speak Japanese at home (Gresser, 2012). On the other hand, “English is perhaps 
the most studied language as far as the natural order hypothesis is concerned” (Krashen, 1982, 
p. 15). 

Much printed matter in Japan appears in kanji, hiragana, or katakana. The latter is a 
syllabary comparable to italics in English and is used to represent foreign-language words, to 
write gairago (“loan words”), and to express onomatopoeia: a word that is an approximate 
phonetic imitation of the sound that the word seeks to describe, such as “meow,” “oink,” or 
“pow.” An example of how katakana is used to transliterate onomatopoetic foreign words is コ
ンピューター: konpyūta or “computer.” Chinese characters “have remained in use to the 
present day because of their conciseness, formality, and greater prestige” (Twine, 1991, p. 135). 

Japanese linguists historically have split over whether the language should remain pure 
or whether foreign terms should be introduced, adapted, and adopted—and if so, how. For 
example, Nogami Toyoichiro (1883-1950), Ikuta Choko (1882-1936), Komiya Toyotaka 
(1884-1966), and Kawamori Yoshizo (1902- ) advocated translations that sounded “as foreign 
as possible so as to introduce fresh expressions and forms into the language” (Kondo & 
Wakabayashi, 2009, p. 475), based on whether the foreign expression would contribute 
Japanese culture. Kondo and Wakabayashi observed that by 1935, “pure Japanese had largely 
disappeared, and there had emerged a new written language which absorbed the influence of 
Western languages rather well” (p. 475). 
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On the other hand, linguist Kindaichi Haruhiko (1913-2004) argued: 
 
The first thing that recommends itself is the borrowing of Western words without 
translating them one by one into Chinese character words. Many peole of nationalistic 
persuasion would object to such a policy. However, although we say we are borrowing 
foreign words, we have always first Japanized the words thoroughly. When the 
Japanese say rajio for English words, “radio,” the word they say are using is something 
quite different from the original. It is no longer English or any other language; it is 
genuine Japanese. (1978, p. 25) 
 

Translation in transition and transformation 
The Russian linguist and literary theorist Roman Jakobson (1959) described three ways 

in which translation occurs: intralingual, interlingual, and intersemiotic. The latter emphasizes 
context and message rather than the actual words themselves, which Jakobson termed mutual 
translatability (p. 233). This notion suggested that the translator must consider whether two 
languages can even be translated into each other. Any given language may prove to be word-
deficient, necessitating loan words, neologisms, and/or circumlocutions to provide meaning 
and sense-making (p. 234). 

Language is not all that gets translated; so does culture. Critical cultural studies 
suggests that language is among the components that are transformed in cultural translation. 
Bhabha (1994) provided several rich examples; among them: “Salman Rushdie writes the 
fabulist historiography of post-Independence India and Pakistan in Midnight’s Children and 
Shame, only to remind us in The Satanic Verses that the truest eye may now belong to the 
migrant’s double vision.” The mash-up is the cultureme: a cultural expression weighted with 
connotations that challenge the translator (Luque Nadal, 2009). For example, since the rise of 
fear of Islamoterrorism, U.S. news media have been questioned for their ideologically loaded 
use of the term madrassa when they mean, simply, Islamic religious school. 

But the present issue is not as heavy as all that. Let us return to baseball and its 
culturemes. 

 
The language and metaphors of sport 

For decades, scholars have considered the significance of the language of sport. In a 
seminal study, Anderson (1948) found that boys “appear to place greater value than do girls on 
sports vocabulary ability” (p. 51). Dilts (2001) noted the challenge of translating advertising 
copy for “a product that was full of baseball metaphors from English into German” (p. 73) and 
specifically mentioned the phrase “using our product, you’ll hit a homerun every time.” Dilts 
noted that baseball was not as nearly well known in Germany as it is in the United States and 
could, therefore, have “a much weaker impact to the German reader, or even worse, a 
misunderstanding of the meaning in English by the translator and therefore a complete 
mistranslation1. 

Crystal (2003) provided an example of the negative impact on language by the sports 
metaphors people live by (p. 186). Crystal described a meeting of representatives from English 
and non-English-speaking countries gathered, but where English was the lingua franca. A U.S. 
delegate’s use of the expression “That came from out in left field” confused even a U.K. 
delegate, who offered, “Oh, I say, that’s not cricket.” A delegate from Asia was left “totally 
confused.” The discussion strayed far off topic “as people energetically debated the meaning 
of cricket and baseball idioms with their neighbours.” Radić-Bojanić and Silaški (2013) 
surveyed 100 women and 20 men to establish the level of their understanding of sport 
metaphors in political discourse. Noting that “sport is a part of male cultural background and 
everyday experience in many countries” (p. 246), the researchers concluded that “sport 

                                                        
1 Italics added for emphasis. 
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metaphors may pose a serious barrier to women’s understanding of political life and may 
discourage women’s political participation” (p. 245). 

Popular sports journalism textbooks suggest the importance of knowing not only how 
to write in general but also possessing familiarity with a given sport, perhaps born out of 
experience participating in that sport. Wilstein (2002) observed that “[s]ports writers 
must…understand the language and rules and nuances of every sport…it helps to have played 
sports on some level and to have a feeling for what it’s like on the court or on the field” (p. 
177). Levine (1966), on the other hand, noted that “few scholars can peruse books on science, 
literary criticism, and history with equal facility and with derived learnings of equal experience” 
(p. 156). In sternly advising against the use of clichés, Gisondi (2011) provided 12 common 
examples and connected each to its explanation or official terminology: e.g., “goal” instead of 
“biscuit in a basket” (p. 273). 
 
Culturemes in Japanese baseball 

Baseball was introduced to Japan in 1873 by Horace Wilson, a U.S. missionary who 
taught at Kaisei-ko, now Tokyo University (Ikei, 2000, p. 73). To this day, Japanese mass media 
propagate the popularity of baseball. Several media companies, including the Chunichi 
Shimbun, own professional baseball teams; media companies also sponsor high school baseball 
championships and cover high school games with enthusiasm disproportionate to the United 
States’ interest in the same. Ikei found other cultural contrasts between Japanese and American 
baseball. Most notably, he pointed out that “baseball is what the Japanese call a ‘ma-no sport,’” 
meaning that “there are pauses during which the fan can think about the next move.” In the 
United States, fans often grow impatient with the slowness of the game; in Japan, fans see 
baseball’s almost glacial pace as strategic. 

Kindaichi (1978) argued in favor of the uniqueness of the Japanese language and the 
potential of Chinese characters to combine “word roots to form innumerably new words” (p. 
25). He used baseball as an example. 

Sports editors create baseball terms like kaishO (an outstanding victory), rakushO  (an 
easy victory), shinshO (a narrow victory), sampai (a crushing defeat), and sekihai (a 
regrettable defeat). To describe the pitching, they have created sch words as kOkyU (a 
good pitch), akkyU (a wild pitch), kantO (pitching the whole game), and shittO (a bad 
pitch). Recently such expressions as zekkOkyU (a great pitch) and myOtO (a fine pitch) 
have appeared. (p. 25) 

 Baseball was once known in Japanese by the phonetic besuboru, but nationalist 
concerns that arose just before the War in Pacific about linguistic purity meant a ban on the 
word and a return to yakyu—“field ball.” Indeed, the league known to the West as Nippon 
Professional Baseball is, in actuality in Japan, Nihon Puro Yakyuu; in kanji, 日本プロ野球. 
And in one case, baseball scholars know that a long-familiar Japanese word has been used 
metaphorically to describe the ultimate baseball act: sayonara to mean “game-winning home 
run” (Carpenter, 1989). Still, an alert American who listens carefully should recognize the 
phonetics of expressions at play when a pitcher in Japan tosses “a called third sutoraikku past 
the hitter…[or] the umpire yelling out-o! on a close play at the plate” (p. 1). 
 
A Japanese-English baseball glossary 
 Following is a short, exemplary list of common terms that retain their Japanese purity, 
and which are also easily understandable to even the non-fan2: 

試合 — shiai (game) 
野球場 — yakyuujou (ballpark) 

 Some terms, whether in kanji, “pure” Japanese, or English, would likely puzzle any-
one unfamiliar with the game of baseball: 

送りバント — okuri banto (sacrifice bunt; literally, “sending bunt”) 

                                                        
2 For an extensive and humorous list, see “A slightly askew glossary of Japanese baseball 
berms,” by Steve Venti at http://www.jekai.org/entries/aa/00/np/aa00np53.htm 
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内野 — naiya (infield) 
外野 — gaiya (outfield) 

 Likewise, other terms, whether in katakana, phonetic Japanese, or English, would 
likely puzzle anyone unfamiliar with the game of baseball: 

本塁, ホーム — hon-rui or hoomu (home plate) 
クローザー — kuroozaa (closer) 
セーブ — seebu (save) 

 The underlying problem is that baseball, like many specialized areas of culture and 
society or science, has its own vocabulary requiring knowledge of the game—a learned, if not 
lived, experience. 
 
Resolving the problem 
 Given their dilemma, the authors defaulted to a tried-and-true scholarly paradigm: 
triangulation. Coincidentally, a good friend3 who was a retired Japanese schoolteacher and 
devoted baseball fan was available and willing to assist. Quickly enough, the now-three 
researchers were able to collaborate this way: 

1. All three were able to spot the names Newcombe (ニューカム) and  
Doby ドービー in the newspaper pages. 

2. Once the story or headline or caption was highlighted, the retired teacher-fan 
would read the story aloud in Japanese to the Japanese researcher. 

3. The Japanese researcher would interpret into spoken English for the American 
researcher. 

4. The American researcher would write notes in English-language baseball vocabu-
lary. 

5. When the meaning was unclear, the American researcher would reverse the order 
of their system, speaking in English to the Japanese researcher, who would in turn 
seek clarity in spoken Japanese from the retired teacher-fan. 
 

Conclusion 
 The intercultural collaboration through triangulation proved to be a success, and the 
challenge of translation of all three languages was overcome. The researchers were able to 
present their initial project—a historical narrative of the 1962 baseball season, when the first 
gaijin became Dragons—at a national conference in the United States just two months later. 
Additional research articles—the textual analysis and the ethical analysis—are in progress. 

When Shore (1996) noted that “baseball, as our most venerable national sport, has 
something to tell us about the American mind” (p. 75), he might as well have been talking about 
the Japanese mind, too. Baseball’s unique language need not be intimidating to the new fan of 
either nation—or to the researcher delving into sport culture. DeHaan’s (2005) experiment with 
acquisition of Japanese as a foreign language through a baseball video game represents an 
innovation that might be adapted in its obverse. Studying baseball as culture with a language 
all its own would seem to be a logical extension of the interrogation of political and business 
discourse, especially when gender and international concerns arise. Such study, in turn, 
promises to expand the relatively new field of cultural translation, which uses linguistics to 
analyze transformation and transaction among cultures: “Nonetheless, despite the fact that 
translation brings cultures nearer, in each translation, there will be a definite deformation 
between cultures” (Ziaul Haque, 2012, p. 109). Much research is yet to be done with the concept 
of cultureme. Baseball, long known for its idioms, represents a rich site for culturemes—in any 
language. 
 
 
 
 
                                                        
3 We appreciate the assistance of Sugiyama Norio. 
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日本語要旨

日本語の野球用語を英語に翻訳する時の問題点 
 
2014年春、著者二名は昭和 37年に中日ドラゴンズで活躍したドン•ニューカムとラリー・ドビーの
二名の黒人外人選手の研究を行うため、二人の選手が最も活躍した昭和 37年 3月 1日〜10月
31 日までの半年間に発行された中日新聞の記事を綿密に調査した。研究の目的は、次の３つ
であった。 

(1) 米国のメジャーリーグを引退した黒人の外人選手二名の活躍が新聞というメディアを通し
てどのように報道され、外人選手の記事がどのように報道メディアの歴史の一部を作り上げたか

を調べる。(2) この二名の選手に関する記事を収集し、記事の内容、書き方、表現、使用された
写真の意味を精査する。(3) 中日新聞は中日ドラゴンズのオーナーなので、新聞記事の内容に
影響を及ぼすことは十分考えられるが、この点で報道メディアの倫理上の問題は生じなかったか

を調べる。以上の 3 つの点を調査していた時、著者二名は野球用語を日本語から英語に翻訳
する上で、困難に陥った。著者一名は英語に堪能だが日本語での野球用語を知らない日本人、

もう一名は日本語を全く理解できないが、英語の野球用語を熟知した米国人であった。日本語

の野球用語は、野球ファンや野球観戦者たちだけが理解できる用語や漢字の熟語が多く混ざっ

ている。これらの言葉を英語に直訳しても、意味をなさないこともある。本論文は、著者二名が野

球用語を日本語から英語に翻訳する時、どのような問題に直面し、どうやって問題を解決したか

について書いたものである。初めに、日本語のカタカナと和製英語の関係、外国語翻訳の問題

点、そして、英語のスポーツ用語が外国語に翻訳される時の問題点を論じた。次に、明治時代

米国人のキリスト教伝道師を通してベースボールが日本に伝わった時以来、日本の新聞メディ

アが「快勝」(an outstanding victory)、「楽勝」(an easy victory)、「完投」(pitching the whole game) 
などの日本語独特の漢字熟語を作り上げたこと、そして「ストライク」(storaikku) や「アウト！」(out-
o！) などの和製英語を作りカタカナ表記してきたことを論じた。最後に、著者二名がどのように翻
訳上の困難を克服したか論じた。 結果的に、著者二名は英語に堪能ではないが日本語の野球
用語を熟知した日本人に日本語の野球用語の解釈をしてもらわなければならなかった 。なお、
2014年春に行った研究は、同年夏に米国で開催された Negro League Conference（全米黒人野
球学会）で 発表し、現在、研究データーをより深く分析している最中である。 
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実践報告 

プロジェクトワークの実践報告 
—「つなぐ」ことを目指した授業— 

愛知県立大学非常勤講師 黒 野 敦 子

愛知県立大学非常勤講師 苅 谷 太佳子

１．はじめに

愛知県立大学では、学術交流協定大学の留学生を対象にさまざまな科目が開講されている。本稿

では、その中の「プロジェクトワーク」という科目で実践した授業内容とその意義、さらには実践をとおし

て見えてきた課題について報告をする。

プロジェクトワークとは「ある外国語を学習するときに、クラスまたは学習者のグループでなにかのプロ

ジェクトを設定し、それを遂行していく過程でその外国語を多量に使用しながら学習していく活動」であ

る（田中・斎藤 ： ）。外国語学習のなかに「正確さを重視した学習」と「なめらかさを重視した学

習」があるとすれば、プロジェクトワークは「典型的になめらかさの学習のための活動」（田中・斎藤

： ）であり、「教科書型」（教科書を使う場合）か「非教科書型」（教科書を使わない場合）かという

点では「教科書を使わない場合の典型的な例」（細川 ： ）である。

また、外国語教授法の観点から考えると、プロジェクトワークのような授業実践は、 年代になって注

目を浴びるようになった。 年代以降の教授法については、玉木（ ： ）に次のように述べられて

いる。

その後、 年代終わり頃から、教授法が認知論的観点から社会的・社会認知的なものへと変化

していき、言語を現実的な社会的コンテクストの中で使用することが重要視され始める。いわゆ

るタスク型授業、プロジェクト型授業、リサーチ型授業、「 」への評

価が高まり、より現実的な環境の中での言語使用を通して、学習者が様々な言語学習能力や

言語使用能力を発揮・発展させることが望まれ始めたのである。

愛知県立大学の「プロジェクトワーク」の授業でも、留学生が「言語を現実的な社会的コンテクストの

中で使用すること」ができないかと考え、 年度前期には２つのプロジェクトを実施した。プロジェクト

のテーマを決める際には、「どんな“題材”について行うのかを事前に（講師が）設定し、その範疇で学
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習者が自分独自のテーマを決める」（鈴木 ： ）というやり方をとった。

なお本稿では、実施した２つのプロジェクトのうち、「小学６年生を対象に自分の母国について紹介

する」プロジェクトについて報告をする。

２．留学生対象日本語科目の概要

愛知県立大学（以下「県大」と略す）では、学術交流協定大学の留学生を対象に、以下の「日本語

科目」と「異文化理解科目」を開講している。 コマは、 分の授業である。

表１ 日本語科目の概要

科目名 開講時間数 対象レベル

総合日本語Ⅰ 週４コマ 初級レベル

総合日本語Ⅱ 週４コマ 初中級～中級レベル

総合日本語Ⅲ 週３コマ 中級レベル～中上級レベル

日本語文章表現 週１コマ 中級～中上級レベル

語彙・漢字 週１コマ 中級～中上級レベル

日本語実践 週１コマ 初中級～中級レベル

表２ 異文化理解科目の概要

科目名 開講時間数 対象レベル

トピックディスカッション 週１コマ 初中級～中上級

フィールド演習 週１コマ 中級～上級

プロジェクトワーク 週２コマ 中級～上級

「プロジェクトワーク」は、異文化理解科目の一つとして位置づけられ、火曜２限（担当講師は苅谷）と

金曜２限（担当講師は黒野）に開講されている。
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なお本稿では、実施した２つのプロジェクトのうち、「小学６年生を対象に自分の母国について紹介

する」プロジェクトについて報告をする。

２．留学生対象日本語科目の概要
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科目」と「異文化理解科目」を開講している。 コマは、 分の授業である。
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総合日本語Ⅱ 週４コマ 初中級～中級レベル

総合日本語Ⅲ 週３コマ 中級レベル～中上級レベル

日本語文章表現 週１コマ 中級～中上級レベル

語彙・漢字 週１コマ 中級～中上級レベル

日本語実践 週１コマ 初中級～中級レベル

表２ 異文化理解科目の概要

科目名 開講時間数 対象レベル

トピックディスカッション 週１コマ 初中級～中上級

フィールド演習 週１コマ 中級～上級

プロジェクトワーク 週２コマ 中級～上級

「プロジェクトワーク」は、異文化理解科目の一つとして位置づけられ、火曜２限（担当講師は苅谷）と

金曜２限（担当講師は黒野）に開講されている。

３．２０１５年度前期開講の「プロジェクトワーク」

授業の概要

今学期の「プロジェクトワーク」の授業では、以下の２つの目的を達成するために授業計画を考えた。

まず１つめの目的は、実際の活動を通して、自分が所属しているコミュニティとの関わりを深め、さら

には日本社会について理解を深めること、２つめの目的は、そのために必要な日本語の運用能力を

向上させることである。これら２つを目的にした理由としては、留学生にとって「県大」は所属しているコミ

ュニティの１つであるが、実際には積極的に関わっていない、あるいは関わりたくても機会がつかめな

い留学生がいることである。学術交流協定大学の留学生の多くが１年間県大に在籍し、その後帰国す

る１。「１年間」という限られた時間を「教室内での日本語学習」にとどまらず、「教室外でコミュニティと関

わりながら、日本語の力も伸ばす」ことに使えないかと考え、以上の２つを目的に設定した。

では、具体的なプロジェクトの題材はどうするか。 年度前期は、（１）県大の日本人学生を授業

に招き、ディスカッションをする（ビジターセッション）、（２）長久手市内にある小学校に行き、６年生を対

象に母国について紹介する、の２つの活動を行うことを講師から提案した。まず１つめの「ビジターセッ

ション」を提案したのは、前年度に「プロジェクトワーク」を履修していた留学生から「日本人学生とは表

面的な話はするが、深い話をする機会がない」という意見を聞いたことがきっかけとなっている。「深い

話ができない」理由は、「自分の日本語に自信がない」「日本人が何に興味があるかわからず、何を話

題に話したらよいかわからない」「日本人学生はバイトなどで忙しそう」など様々である。先にも述べたが、

日本の大学に留学しているにもかかわらず、日本人学生と深く交流する機会がなく、日本人について

よくわからないまま帰国するのは残念だと考え、「プロジェクトワーク」の授業でその契機を提供したいと

考えた。

一方、２つめの題材「小学生に母国を紹介する」は、「ビジターセッション」と対比させる形で内容を考

えた。「ビジターセッション」が「日本人を知る」ことを活動の中心に置いたのに対し、「母国の紹介」活動

は「自分を伝える」ことを中心に考えた。また、「ビジターセッション」では、大学内のコミュニティとつなが

る契機を提供しようと考えたが、「母国の紹介」活動は大学外のコミュニティとつながる契機を提供した

いと考え、活動の場を大学の外（今回は小学校）に決めた。

以上のような経緯から、 年度前期の「プロジェクトワーク」は、「日本人学生と留学生をつなぐビジ

ターセッション」と「日本社会と留学生をつなぐ小学校訪問」を実施した。

１数は多くないが、半年で帰国する留学生もいる。
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「プロジェクトワーク」の履修者

年度前期は、８名の留学生が授業に参加した。以下、留学生の性別、国籍、日本語のレベル、

来日年月日を表に記す。

表３ 履修者の概要

性別 国籍 日本語のレベル 来日年月日

留学生 男 韓国 上級 年 月 日

留学生 男 韓国 中級～中上級 年 月 日

留学生 女 韓国 上級 年 月 日

留学生 女 韓国 上級 年 月 日

留学生 女 中国 上級 年 月 日

留学生 女 中国 上級 年 月 日

留学生 女 台湾 上級 年 月 日

留学生 男 台湾 中級～中上級 年 月 日

日本語のレベルは、授業が始まる前の 年４月に実施したプレイスメントテストの結果に基づい

ている。プレイスメントテストは、文法（ 点満点）と読解（ 点満点）から成る。文法と読解の合計得点

が 点未満だった留学生については、「中級〜中上級」と判断した。「上級」と判断した留学生の合計

得点は、一番低かった学生で 点、一番高かった学生で 点であった。

授業スケジュールと授業の内容

１つめのプロジェクト「ビジターセッション」を終えたあと、さっそく小学校での活動にむけて準備にとり

かかった。以下、授業スケジュールを示す。

表４ 授業スケジュール

日にち 授業内容

１ ６月５日（金） 発表内容の検討：母国の何を紹介するか
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が 点未満だった留学生については、「中級〜中上級」と判断した。「上級」と判断した留学生の合計

得点は、一番低かった学生で 点、一番高かった学生で 点であった。

授業スケジュールと授業の内容

１つめのプロジェクト「ビジターセッション」を終えたあと、さっそく小学校での活動にむけて準備にとり

かかった。以下、授業スケジュールを示す。

表４ 授業スケジュール

日にち 授業内容

１ ６月５日（金） 発表内容の検討：母国の何を紹介するか

２ ６月９日（火） 発表内容の検討：母国の何を紹介するか

３ ６月 日（金） 発表内容の検討：母国の何を紹介するか、発表媒体の検討

４ ６月 日（火） 発表の構成の検討、発表媒体づくり開始

５ ６月 日（火） 発表媒体づくり

６ ６月 日（金） 発表媒体づくり

７ ６月 日（火） 発表媒体づくり

８ ７月３日（金） 発表原稿の作成

９ ７月７日（火） リハーサル

７月 日（金） 最終リハーサル

７月 日（火） 小学校にて発表（本番）、ふりかえり（宿題）

７月 日（火） 活動のふりかえり、小学校の先生方にお礼の手紙を書く

母国を紹介するための発表は、二人一組のペアで行うことにした。履修者の国籍の内訳が韓国４名、

中国２名、台湾２名であったため、韓国２ペア２、中国１ペア、台湾１ペアで準備を進めた。

（１）母国の何を紹介するか

テーマ決めで留学生は、母国の何について発表するかを考えた。そのために、聞き手である小学生

が知りたいと思っていることを知らせる必要があると考え、事前に小学校に問い合わせたところ、次の３

点について小学生が知りたいと考えていることがわかった。

１） その国の小学校の様子について（登下校、授業、給食、清掃、よくやる遊び）

２） 衣食住について

３） 行事について

留学生は、この回答を参考に、紹介する具体的内容を話し合い、ワークシートに書きとめた。

２男子学生と男子学生で一組、女子学生と女子学生で一組という形になった。以下、この２つのペアを区別する際

には「韓国男子ペア」、「韓国女子ペア」と呼ぶ。
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（２）構成の検討

発表の構成を考える前に、小学校で母国を紹介する目的を考える時間をとった。目的を明確にする

ことで、グループ内で同じ方向を向いて活動を進めてもらいたいと考えたためである。発表媒体は、自

分たちが伝えたいことを伝えるために最適なものが何かを話し合い、韓国ペアはどちらもポスターを、

中国ペアと台湾ペアはパワーポイント（以下「 」と略す）を選んだ。

また、発表媒体作りに入る前に、グループで考えた構成をグループ間で共有し質疑応答する時間

をとった。他グループに伝えることで、グループ内で話し合った内容をお互いに確認し明確にすること、

他グループの発表アイディアを知ること、他グループからのコメントをもらうことが可能になると考えたた

めである。

質疑応答では、紹介する内容が多い台湾ペアに対し「発表時間が足りなくなるのではないか」、具体

的内容の少ない韓国ペアに対し「時間が余るのではないか」等の指摘がされた。

（３）発表媒体作り

発表媒体作りは、各ペアに分かれて行った。

通常の発表では、聞き手は同じ大学生か教師であることが多い。しかし、今回、聞き手が小学生であ

ったことが、学生により強く聞き手を意識させ、皆、「どうやったら楽しく聞いてもらえるか」を考え、作業を

進めていた。以下はそのアイディアである。

・台湾ペア ：画像を使う／冗談を交えながら、わかりやすい言葉を使う。

・中国ペア ：動画を使う／一緒にやってもらう。

・韓国女子ペア ：話しかける／参加型

・韓国男子ペア ：小学生に扮して紹介

（４）中間報告

中間報告の目的は、他グループの発表内容を知ること、他グループからコメントをもらうこと、そして、

他グループの進捗状況を知ることである。学生は、お互いの良い点を認め合ったり、改善点を伝え合

ったりした。中国ペアは「中国らしさが出ている」とコメントされ、初めてそれに気づいたようだ。発表媒体

ができあがったグループから、発表当日のシミュレーションを考える作業に入った。小学校の教室入室

から始まり発表、発表後の質疑応答までに「何を言うか」、また、必要な備品・消耗品等は何かを考え、

ワークシートに書いた。
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（２）構成の検討
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ことで、グループ内で同じ方向を向いて活動を進めてもらいたいと考えたためである。発表媒体は、自

分たちが伝えたいことを伝えるために最適なものが何かを話し合い、韓国ペアはどちらもポスターを、

中国ペアと台湾ペアはパワーポイント（以下「 」と略す）を選んだ。

また、発表媒体作りに入る前に、グループで考えた構成をグループ間で共有し質疑応答する時間

をとった。他グループに伝えることで、グループ内で話し合った内容をお互いに確認し明確にすること、

他グループの発表アイディアを知ること、他グループからのコメントをもらうことが可能になると考えたた

めである。

質疑応答では、紹介する内容が多い台湾ペアに対し「発表時間が足りなくなるのではないか」、具体

的内容の少ない韓国ペアに対し「時間が余るのではないか」等の指摘がされた。

（３）発表媒体作り

発表媒体作りは、各ペアに分かれて行った。

通常の発表では、聞き手は同じ大学生か教師であることが多い。しかし、今回、聞き手が小学生であ

ったことが、学生により強く聞き手を意識させ、皆、「どうやったら楽しく聞いてもらえるか」を考え、作業を

進めていた。以下はそのアイディアである。

・台湾ペア ：画像を使う／冗談を交えながら、わかりやすい言葉を使う。

・中国ペア ：動画を使う／一緒にやってもらう。

・韓国女子ペア ：話しかける／参加型

・韓国男子ペア ：小学生に扮して紹介

（４）中間報告

中間報告の目的は、他グループの発表内容を知ること、他グループからコメントをもらうこと、そして、

他グループの進捗状況を知ることである。学生は、お互いの良い点を認め合ったり、改善点を伝え合

ったりした。中国ペアは「中国らしさが出ている」とコメントされ、初めてそれに気づいたようだ。発表媒体

ができあがったグループから、発表当日のシミュレーションを考える作業に入った。小学校の教室入室

から始まり発表、発表後の質疑応答までに「何を言うか」、また、必要な備品・消耗品等は何かを考え、

ワークシートに書いた。

（５）リハーサル

リハーサルは、発表時間、「一番伝えたいことは何か」「発表で気を付けること」を確認した上で、ペア

ごとで行った。リハーサル後、発表を自己評価し、お互いにコメントを伝え合った。例えば、発表時間が

大幅にオーバーしてしまった中国ペアは、「時間が課題」との指摘を受け、「一番伝えたいことは何か」

を再考することとなった。また、韓国女子ペアは、質疑応答の仕方が課題であることに自ら気づき、もう

一度やり方を考えるとコメントした。

４．小学校での発表

発表の概要

発表当日は、以下のようなタイムスケジュールで活動が進められた。

表５ 当日の流れ

： 小学校の最寄りの駅に集合

： 校長室にて挨拶

： 発表 １回目

： 発表 ２回目

： 授業参観

： 給食

： 掃除

： 昼休み

： 校長室前にて挨拶、解散

いずれのペアも６年生の２つのクラスで発表を行った３。１回目と２回目の発表内容は同じである。発表

３韓国男子ペアと中国ペアは６年１組と２組の教室において、韓国女子ペアと台湾ペアは６年３組と４組の教室に

おいて発表した。１回目の発表が終わったら、もう１つのクラスに移動して、２回目の発表を行った。



86

時間は、質疑応答を含め 分とした。発表後は、各学年の授業を見学し、昼休みには６年生と一緒に

給食を食べ、その後の掃除や昼休みも時間を共にした。

発表の内容

各ペアの発表テーマと発表の目的について、表６に示す。

表６ 発表テーマと目的

発表テーマ 発表者 発表の目的

韓国の小学生の一日

−登校、給食、授業後−

韓国男子ペア 韓国の小学生の生活を紹介し、日本との違い

を伝え、韓国に関心をもってもらうこと。

韓国のお正月と韓服

−間違っている韓国語−

韓国女子ペア 韓国の正月について説明し、小学生に日本と

は違う国があることを知ってもらい、視野を広

げてもらうこと。

間違って伝わっていることをただすこと。

中国人小学生のよくやる遊び 中国ペア 遊びは違っても、楽しいと思う感情は同じであ

ることを伝えること。

台湾と台湾の小学校について 台湾ペア 日本の小学校との違いを比べ、授業では習わ

ないことを学ぶ機会を提供すること。

韓国男子ペアの発表

韓国男子ペアは、「デソンくん」という架空の人物を設定し、

「デソンくんの１日」というタイトルで、韓国の小学生の１日を

紹介した。登校時、学校の授業、給食、下校後に行く塾、

塾の帰り道など、時間軸にそって、小学生の日常を紹介し

た。発表スタイルも他の３ペアとは異なり、一人の留学生が

ナレーションを、もう一人の留学生が「デソンくん」を演じる

形で、ポスターの内容に沿って進めていった。

図１ 発表ポスター（韓国男子ペア）
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台湾と台湾の小学校について 台湾ペア 日本の小学校との違いを比べ、授業では習わ

ないことを学ぶ機会を提供すること。

韓国男子ペアの発表

韓国男子ペアは、「デソンくん」という架空の人物を設定し、

「デソンくんの１日」というタイトルで、韓国の小学生の１日を

紹介した。登校時、学校の授業、給食、下校後に行く塾、

塾の帰り道など、時間軸にそって、小学生の日常を紹介し

た。発表スタイルも他の３ペアとは異なり、一人の留学生が

ナレーションを、もう一人の留学生が「デソンくん」を演じる

形で、ポスターの内容に沿って進めていった。

図１ 発表ポスター（韓国男子ペア）

韓国女子ペアの発表

韓国女子ペアは、「韓国のお正月／韓国の食べ物」「韓服／韓服の着方」で 枚のポスターを準備、

二人で担当を決め発表した。「韓国のお正月」では、お正月の遊びをクイズ形式で紹介した。クイズの

答えは扉の中に書き、扉を開ける時は掛け声を言うよう促す等、小学生が発表に参加できるよう工夫し

た。「韓服」のポスターでは、韓国の民族衣装の呼称は「チマチョゴリ」ではなく「ハンボク」であることを伝

え、それについて詳しく説明、最後は持参した韓服を着てみせた。

発表後の質疑応答では、小学生から韓服（いつ着るか、値段、靴等）、遊び（日本と似た遊びがある

のはなぜか、その他の韓国の遊び）等に関する質問があり、それに答えていた。

図２ 発表ポスター（韓国女子ペア）４

中国ペアの発表

中国ペアは、中国の小学校の朝礼の様子や小学生の服装、学校の給食などについて紹介したあと

で、中国の小学生がよくやる遊びのなかでも「ゴムなわ跳び」に焦点をあてて、発表をした。ゴムなわ跳

びで使うゴムなわや、子供たちが遊んでいる様子を で示した。発表を終えたあとで、実際に６年生

の子供たちにゴムなわ跳びを体験してもらった。まず、留学生がどうやって遊ぶか見本を見せ、挑戦し

てみたい小学生に前に出てきてやってもらった。

４韓国女子ペアは、実際には４枚のポスターを作成したが、写真はそのうちの２枚である。
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図３ 発表 （中国ペア）

台湾ペアの発表

台湾ペアは、「台湾概要」「学校生活」について、

を使って発表した。「台湾概要」では、有名な

場所、祝日、食べ物について紹介した。留学生の

声が小さく明瞭さに欠け、聞き取りにくいところがあっ

たが、 がそれを補っていたため、小学生たちは

留学生の発表内容を理解できている様子だった。

「学校生活」では、登下校、制服、昼寝等について、

一般論とともに自分の経験談を織り交ぜ、自分に引

き寄せた内容で紹介した。小学生からクスクスと笑い声がもれていたことから、小学生が留学生を身近

で親しみやすい存在と感じていることがうかがえた。

質疑応答では、昼寝や制服についての質問があり、それに答えていた。

５．活動のふりかえり

「ふりかえりシート」によるふりかえり

小学校での発表を終えたあと、留学生には今回の活動をふりかえってもらった。ふりかえりの手順は、

（１）「ふりかえりシート」を記入する。

（２）クラスで共有、受入校の学級担任に手紙で「学び」を伝える。

（３）友達の「ふりかえり」で気づいたことを書く。

である。以下、その内容を簡単に紹介する。

図４ 発表 （台湾ペア）



89

図３ 発表 （中国ペア）
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き寄せた内容で紹介した。小学生からクスクスと笑い声がもれていたことから、小学生が留学生を身近

で親しみやすい存在と感じていることがうかがえた。

質疑応答では、昼寝や制服についての質問があり、それに答えていた。

５．活動のふりかえり

「ふりかえりシート」によるふりかえり

小学校での発表を終えたあと、留学生には今回の活動をふりかえってもらった。ふりかえりの手順は、

（１）「ふりかえりシート」を記入する。

（２）クラスで共有、受入校の学級担任に手紙で「学び」を伝える。

（３）友達の「ふりかえり」で気づいたことを書く。

である。以下、その内容を簡単に紹介する。

図４ 発表 （台湾ペア）

（１）「ふりかえりシート」記入

発表当日、小学校で解散する前に「ふりかえりシート」を課題として配布した。「ふりかえりシート」の質

問は以下の６つである。

：母国紹介について（いつ、どこで、何を紹介したか）。

：日本の小学生に、皆さんの国を紹介した目的は何か。目的は達成できたか、どうしてそう思うか。

：特に伝えたいことは何か。それを伝えることができたか。

：小学生は、どんなことに関心を持っていたか。

：「私たちの発表のここがすばらしかった」と思うこと。

：「うまくいかなかった」と思ったこと。どうすればよかったと思うか。

（２）「ふりかえり」の共有とお礼の手紙

小学校訪問後の最初の授業内容は、１）各自のふりかえり内容を共有すること、２）受入校の学級担

任にお礼の手紙を書くことだった。手紙には、ふりかえりで得た学びを添えるよう伝えた。ふりかえった

内容を「伝える」という形に落とし込みたかったからだが、ふりかえりの共有に時間を要し、じっくり考えて

手紙を書く時間が十分にとれず、講師が準備したテンプレートをベースに表面的な内容を書くにとどま

った。

ふりかえりの共有は、事前に学生が提出した「ふりかえりシート」をもとに行った。クラスで共有する前

に、まず、発表ペアでふりかえり内容を共有する時間をとった。すぐ話し合うのではなく、お互いの「ふり

かえりシート」をじっくり黙読してから、当日の様子を話し合うペアが多かった。その後、クラス全体に「母

国紹介の目的とそれが達成できたか」「うまくいかなかったこと」を伝えた。

（３）「ふりかえり」からの気づき

授業で各自のふりかえりを共有する時間をとったが、学生の反応から、その内容が十分に共有でき

ていないと感じた。そこで、授業最後に、今日話し合ったことをもとに「ふりかえりからの気づき」を課題と

して提出するよう伝えた。

フォローアップインタビュー

前節で述べたように、小学校での発表が終わったあとに、留学生たちは授業で今回のプロジェクトに

ついて話しあい、課題も提出した。しかしながら、限られた時間のなかで出てきたコメントや文章からだ
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けではよくわからないことも多かったため、ペアごとにインタビューを実施することにした。

インタビューは、「プロジェクトワーク」の授業がすべて終了したあとで、留学生と個別に約束をし、行っ

た。インタビュアーは、筆者ら二人である。以下、表７にインタビュー時間とインタビューを実施した場所

を記す。

表７ インタビュー実施概要

日時 時間 場所

韓国男子ペア 年 月 日 約 分 愛知県立大学内の教室

韓国女子ペア 年 月 日 約 分 国際留学生会館５

中国ペア 年 月 日 約 分 国際留学生会館

台湾ペア 年 月 日 約 分 国際留学生会館

インタビューの際には、留学生が書いた「ふりかえりシート」と「ふりかえりからの気づき」をインタビュア

ーと留学生の手元に置き、進めた。どのペアにも、発表の準備の過程と発表本番のそれぞれについて、

以下の４つの質問をした。

（１）どんなことを学んだと思うか。

（２）楽しかったことは何か。

（３）課題や反省点があるとすれば何か。

（４）今回の発表の場が小学校だったことについてどう思うか。

これらの４つの質問を軸にインタビューを進めたが、話題が質問内容から違う方向に発展していって

も会話はとめず、留学生には自由に話してもらった。

６．考察

「ふりかえりシート」

本プロジェクトの目的は「大学外のコミュニティと学生をつなぐ」である。人と人は、お互いの伝えたい

ことを伝えあうことでつながり、関係を深めていくと考える。よって、留学生が発表を通して「自分の伝え

たいことを小学生に伝えることができた」と感じたかに着目、「ふりかえりシート」の「私たちの発表のここ

５「プロジェクトワーク」の履修者全員が国際留学生会館に住んでいる。
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以下の４つの質問をした。

（１）どんなことを学んだと思うか。

（２）楽しかったことは何か。

（３）課題や反省点があるとすれば何か。

（４）今回の発表の場が小学校だったことについてどう思うか。

これらの４つの質問を軸にインタビューを進めたが、話題が質問内容から違う方向に発展していって

も会話はとめず、留学生には自由に話してもらった。

６．考察

「ふりかえりシート」

本プロジェクトの目的は「大学外のコミュニティと学生をつなぐ」である。人と人は、お互いの伝えたい

ことを伝えあうことでつながり、関係を深めていくと考える。よって、留学生が発表を通して「自分の伝え

たいことを小学生に伝えることができた」と感じたかに着目、「ふりかえりシート」の「私たちの発表のここ
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がすばらしかったと思うこと」及び、「発表の目的は達成できたか／どうしてそう思うか」を考察する。

四角の中は留学生が「ふりかえりシート」に書いたコメントである。日本語表記に誤りがある場合、斜体

にし、そのまま引用した。

韓国男子ペア

韓国男子ペアは、準備時、小学生は大人より集中力がないと気にしていた。そして、「小学生が楽しく

聞けるように」「親しみを感じてもらえるように」等、子どもたちに受け入れられるような発表を工夫してい

た。

（１）「私たちの発表のここがすばらしかった」と思うこと

ロールプレイ形式であるユニークさ

さんが実際にデソン君になってデソン君の一日を紹介して、日本の小学生達が興味をもってくれまし

た。

「デソン君になってデソン君の一日を紹介した」ことで「日本の小学生たちが興味をもってくれました」

とある。自分たちが工夫した伝え方が目的達成のために有効だったと感じているといえる。

（２）発表の目的は達成できたか／どうしてそう思うか

すごく反応が良く、いろんな質問を受けた。達成できたと思う。

できたと思います。みんな喜んでくれたし、韓国の小学生の紹介を聞いて驚いた顔をしたりするのを見て

そう思いました。

小学生の反応が良かった理由を「日本と韓国の違いを知ることができたから」ではなく、「発表の仕

方がおもしろかったから」と考えることもできよう。しかし、 の「韓国の小学生の紹介を聞いて驚いた顔

をした」から、日本の小学生たちは日本と韓国の違いを楽しんで聞いていたことがうかがえる。彼らは自

分たちの伝えたいことを伝えることができたといえよう。



92

韓国女子ペア

韓国女子ペアはお互いに異なる目的意識を持ち、それぞれのテーマでポスターを作った。 は「韓

国（外国）の正月について知ることで違いを感じ、視野を広げてもらうこと」を目的に「韓国の正月」につ

いて、Ｂは「韓国について誤って伝わっている情報を正しく知ってもらうこと」を目的に「韓服」について

紹介するポスターを作った。それぞれが各自のテーマでポスター作りを進めていたが、「ペアの準備し

た写真を見ながら、自分の子供の頃の話を披瀝できたことが楽しかった（インタビュー談）」とあるように、

作業を通じて、お互いに良好な関係を築いていたようだ。

（１）「私たちの発表のここがすばらしかった」と思うこと

緊張せず、いい笑顔と大声ではっきり伝えました

チームメートの さんが学生たちの参加を求めたり、リアクションを求めながら発表して、子供たちもだ

んだん笑顔で発表を聞いてくれました。実際にハンボクを持ってきて、着方を見せたのも良かったと思い

ます。男のハンボクは準備が出来なかったので手作り人形を持って行ったのも良かったと思います。

発表は 、次に の順に行った。 は、小学生に語りかけるように話し、ポスターの中の扉を開く時、

一緒に掛け声を言うよう促す等、双方向のやりとりを工夫していた。その結果、初めは堅い表情だった

小学生に笑顔が現れ、話しやすい雰囲気で発表できたことが、 のコメントからうかがえる。

（２）発表の目的は達成できたか／どうしてそう思うか

達成できました。皆とても楽しそうな顔をしてて、質問もたくさんあったからです。

大体出来たと思います。学生たちからのリアクションも悪くなかったので。

発表後、韓服や遊びに関する質問があがった。質問の一つに「似た遊びがあるのはなぜか」があっ

た。前述したが、今回の発表は６年生の「総合」の時間を使っている。そのテーマは「国際理解」で、小

学生はこの発表までに「日本の文化はいろいろな国の影響を受けて成り立っている」ことを学んでいる。

初め、この質問の意図がどこにあるかわからず、模倣したと感じてのことかと勘ぐり、学生が答えに窮し

ないかと心配だったが、学生は「同じアジアの国。一緒の文化もあるんだね」と笑顔で答えていた。日本

の小学生と韓国の留学生の簡単な短い質疑応答だったが、韓国と日本の国同士の理解につながる

契機になるように感じた。
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大体出来たと思います。学生たちからのリアクションも悪くなかったので。

発表後、韓服や遊びに関する質問があがった。質問の一つに「似た遊びがあるのはなぜか」があっ

た。前述したが、今回の発表は６年生の「総合」の時間を使っている。そのテーマは「国際理解」で、小

学生はこの発表までに「日本の文化はいろいろな国の影響を受けて成り立っている」ことを学んでいる。

初め、この質問の意図がどこにあるかわからず、模倣したと感じてのことかと勘ぐり、学生が答えに窮し

ないかと心配だったが、学生は「同じアジアの国。一緒の文化もあるんだね」と笑顔で答えていた。日本

の小学生と韓国の留学生の簡単な短い質疑応答だったが、韓国と日本の国同士の理解につながる

契機になるように感じた。

中国ペア

中国ペアは、発表の目的を「違いを伝える」にとどめず、「やる遊びは違っても、遊んで楽しいと思う

感情は同じであることを伝えること」においた。初め、このペアの発表内容は「中国の遊び（お手玉、羽

根けり、ゴム縄とび）」と「目の体操」だった。特に、「目の体操」は中国ならではのことだと発表したくて仕

方がない様子だった。しかし、発表時間を超えることから、自分たちが伝えたいことを伝えるためには何

を伝えたらいいのかを考え直し、「目の体操」を割愛、遊びに絞って発表した。

（１）「私たちの発表のここがすばらしかった」と思うこと

Ａ：教室でゴム縄跳び（オンドリ）を説明しながら実際にやってみせたり、小学生を誘って一緒にやったりした

ことです。小学生たちはこの遊びのやり方と楽しさをちゃんとわかってくれたのは、実際に一緒にやったか

らだと思います。

Ｂ：自分たちの発表が２組の子供たちに興味を持たせてしまったらしいことが素晴らしかったと思います。

小学生が遊びの楽しさを感じることができるよう、「実際に体験してもらう」という参加型の発表を行った

ことで、「小学生たちは遊びの楽しさをわかってくれた」「子供たちに興味を持たせてしまったらしい」とあ

る。発表の目的である「楽しいと思う感情は同じであることを伝える」について、十分な達成感を感じて

いることがうかがえる。

（２）発表の目的は達成できたか／どうしてそう思うか

Ａ：達成できたと思います。私たちの中国の小学生の全体的な生活についての紹介をみて、中国の小学生

生活はだいたいわかってくれて、ゴム縄遊びにも楽しんでいたと思うから。

Ｂ：７０％達成できたと思います。

最初の２組だったら、たぶん９０％以上できたともいえます。なぜなら、皆は性格が明るいし、普段も遊びが

好きそうですが、もう時間だったのに、まだ遊びたがっていました。その遊びがくれた楽しさはもう受け取ら

れたかなと思うからです。でも、その次の２組はみなさんが静かだし、反応がなかなかなかったので、自分

たちが何をやり間違ったのかと思って、自身があまりないからです。

「ゴム縄遊びにも楽しんでいたと思うから」「もう時間だったのに、まだ遊びたがっていました」等、二人

とも発表に対する小学生の反応から「発表の目的は達成できた」と書いている。



94

台湾ペア

台湾ペアの目的は「日本の小学校との違いを比べ、授業では習わないことを学ぶ機会を提供するこ

と」だった。

（１）「私たちの発表のここがすばらしかった」と思うこと

Ａ： 自分の国の小学生についてのこと。ここ３が素晴しいと思う、皆が楽しそう。

Ｂ： 発表が終わったとき、ある小学生が「面白かった」と伝えてくれました。そして、ロシヤからの留学生さん

も「面白かったです。元々は台湾のことがぜんぜんわかりませんでした。」と伝えてくれました。

発表当日、 は緊張で早口になり、 のスライドを追うだけの発表になった。一方、その後発表し

たＢは、緊張していたものの、話しかけるような口調で、自身の体験を冗談まじりに話す等し、和やかな

雰囲気を作っていた。

台湾ペアは、小学生への事前聞き取りで得た小学生の知りたいことからテーマを選び、二人で分担、

お互いにあまり話しあうこともなく、各自淡々と シートを作っていた。そのため、 の、Ｂの発表を評

価するコメントは、Ｂにとって意外だったことが、Ｂの驚いた表情からうかがえた。そして、その後、お互い

のはにかんだような表情から、二人の関係がより良好なものになったように思われた。

（２）発表の目的は達成できたか／どうしてそう思うか

Ａ： 達成しました。皆喜んでいる。

Ｂ： 達成できたと思います。二つの国の小学校生活は似ていますが、今回の発表を通して、両方の違いを

区別しました。

の「達成しました。皆喜んでいる」とのコメントから、 の発表が小学生を喜ばせたことを認め、自分

だけでは得られなかった成果に満足していることがうかがえる。

また、当日発表を聞いていたシベリア連邦大学の留学生がＢに「おもしろかったです。もともとは台湾

のことがぜんぜんわかりませんでした」と伝えたことも、達成感を高める一因になったようである。
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Ｂ： 発表が終わったとき、ある小学生が「面白かった」と伝えてくれました。そして、ロシヤからの留学生さん

も「面白かったです。元々は台湾のことがぜんぜんわかりませんでした。」と伝えてくれました。
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価するコメントは、Ｂにとって意外だったことが、Ｂの驚いた表情からうかがえた。そして、その後、お互い

のはにかんだような表情から、二人の関係がより良好なものになったように思われた。

（２）発表の目的は達成できたか／どうしてそう思うか

Ａ： 達成しました。皆喜んでいる。

Ｂ： 達成できたと思います。二つの国の小学校生活は似ていますが、今回の発表を通して、両方の違いを

区別しました。

の「達成しました。皆喜んでいる」とのコメントから、 の発表が小学生を喜ばせたことを認め、自分

だけでは得られなかった成果に満足していることがうかがえる。

また、当日発表を聞いていたシベリア連邦大学の留学生がＢに「おもしろかったです。もともとは台湾

のことがぜんぜんわかりませんでした」と伝えたことも、達成感を高める一因になったようである。

「ふりかえり」共有後の気づき

「ふりかえりシート」で各自がふりかえった内容を共有し、友達のふりかえりを読んで気づいたことをさら

にふりかえった。以下に、友達のふりかえりから自身のふりかえりを深めたと考えられるコメントを記す。

（１）韓国男子

子どもに‘韓国の個はどんな遊びをする？’って聞かれて中国フェアがすごくいい発表をしたなと思いました

が、自分たちは満足してないことを見て素晴しいと思いますた。

韓国男子ペアの前に発表した中国ペアは、体験を交えながら「遊び」を紹介した。そのため、小学生

から「遊び」に関する質問があったが、韓国男子ペアは準備がなく答えられなかった。 にとって完璧な

発表をした中国ペアが、自らを厳しくふりかえっている様子に触れ、自身のふりかえりを深めようとする

姿勢がうかがえた。

（２）韓国女子

友達の振り返りを見たらやっぱり自分の目標をちゃんと知ってて、達成したと言う意見が多かったです。私

は私が何を達成したかだけ気にしてたのに、パートナーと一緒に小学生の笑顔を引き出したという意見が

あって自分が少し小さくなる気分を感じ、反省しました。

彼女は「ふりかえりシート」の「私たちの発表のここがすばらしかった」に、自分の発表ですばらしかっ

たことを書いた。友達のふりかえりから、協働で成し遂げることの意義に意識が向いたようだ。

（３）台湾男子

皆のふりかえりはとてもいい。たくさんなことを勉強しました。気づいたことは皆がこの発表を楽しんでいる。

私は緊張したので自分をしゃべった事をあまり覚えていない。（中略）私は発表するのことについて多分難し

いし、少し面白くないと思う。 私は反省した、今回の問題に勉強して直する。

皆のふりかえりから、皆が発表を楽しんでいたことを知り、緊張して話したことすら覚えていない自分

と皆を比べ、自分ももっと頑張ろうと思ったようだ。

フォローアップインタビュー

本節では、留学生に実施したフォローアップインタビューから明らかになったことを述べる。 で述べ

たように、インタビューは、（１）どんなことを学んだと思うか、（２）楽しかったことは何か、（３）課題や反省

点があるとすれば何か、（４）今回の発表の場が小学校だったことについてどう思うか、の４点を軸に進
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めたため、以下それぞれの項目について留学生の回答を記す。

「プロジェクトワーク」をとおして留学生が学んだこと

発表準備の過程で「学んだこと」として、以下のような発話が観察された。

・ 準備の時、「親しみをこめた話し方」「没頭して聞いてもらえるようにメリハリをつける」等、子どもたち

に親しまれる話し方を考えた。

・ 「説明しなければ」と思ったから、そのための日本語の勉強をしたし、そのための知識も深められる

よう努めた。

・ 言葉づかいに気をつけた。仲間意識をもってもらえるような言葉は何かと考えた（「ね よ」を使う等）。

これらの発話から、発表の聞き手が小学生であることを留学生が非常に意識して「話し方」を工夫し

ていることがわかる。また、そういった意識は、発表媒体の制作や発表の際の姿勢にまで影響を与えて

いることがわかった。以下、それがうかがえる発話を示す。

・ 発表媒体を何にするか、相手にとって何が適切かを考えることが勉強になった。ＰＰＴをわかりやす

く作るにはどうしたらよいか考えた。

・ 「どうやったら子どもたちが楽しんでくれるか」を意識して準備し、足のポーズまで工夫した。

また、準備の過程では、「他のペアのポスターが、自分たちのポスター制作に影響を与えた」「中国

の学生が作ったＰＰＴ、台湾の学生が作ったＰＰＴを見るということも新鮮だった」「（授業で行ったリハー

サルで）他の人の発表を見たのが学びになった。発表のやり方もおもしろかったし、他の国のことも知る

ことができた」など、クラスメートから多くのことを学んだことも明らかになった。さらに、発表の準備をしな

がら、母国文化（例えば、民族衣装や食べ物など）を新たな目で見ることができたり、自分の小学生時

代を思い出すなど、自国の文化をふりかえるきっかけにもなったようである。

一方、発表の経験をとおして学んだこととして、以下のような発話が観察された。

・ 普段は学生なので「教えてもらう」ことが多いが、今回の活動によって「人に何かを教える」という体

験ができた。
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また、準備の過程では、「他のペアのポスターが、自分たちのポスター制作に影響を与えた」「中国

の学生が作ったＰＰＴ、台湾の学生が作ったＰＰＴを見るということも新鮮だった」「（授業で行ったリハー

サルで）他の人の発表を見たのが学びになった。発表のやり方もおもしろかったし、他の国のことも知る

ことができた」など、クラスメートから多くのことを学んだことも明らかになった。さらに、発表の準備をしな

がら、母国文化（例えば、民族衣装や食べ物など）を新たな目で見ることができたり、自分の小学生時

代を思い出すなど、自国の文化をふりかえるきっかけにもなったようである。

一方、発表の経験をとおして学んだこととして、以下のような発話が観察された。

・ 普段は学生なので「教えてもらう」ことが多いが、今回の活動によって「人に何かを教える」という体

験ができた。

・ いつも「聞き手」だったけど、「話し手」になった。「聞き手」としてのリアクションの大切さに気づいた。

・ １回目の発表で台本どおりやったら反応がうすかったので、２回目の発表ではアドリブをきかせた。

留学生たちは発表相手が小学生だったこともあり、普段とは異なる立場を学ぶ機会を得たようである。

留学生が楽しかったと感じたこと

次に、今回のプロジェクトをやってみて留学生が楽しかったと感じたことについて報告する。まず、準

備の過程で楽しかったこととして、以下のような発話があった。

・ クラスメートと一緒に何かを完成させるのが楽しかった。黙って緊張しながらだとやる気が出ないが、

他の人と話しながら作業が進められたのがよかった。

・ ポスターを制作する過程で、準備した写真を見ながら、自分の子供の頃の話を披露できたことが楽

しかった。自分の昔を思い出すことが楽しかった。

・ 普通の日本人は知っているようなことでも、小学生は知らないだろうから、それを教えることを想像

するのがおもしろかった。

・ 他のグループのポスターを見るのが楽しかった。国によって違うことを聞いたり、他国で活躍してい

る母国の芸能人を知ったり、他の人の発表の仕方を見るのが楽しかった。

また、発表本番に関しては、「二人で連携して発表できたのが楽しかった。小学生からの質問に答え

られない時にパートナーが答えてくれたことがうれしかった」や「子どもたちがきらきらの目で聞いてくれ

た」「質問をたくさんしてくれる子がいた。いい質問をしてくれる子がいた」など、パートナーと協力してで

きた喜びや小学生が積極的に自分の発表を聞いてくれたことに対する満足感があったようである。

留学生が感じた課題

今回のプロジェクトでは、学んだことや楽しかったことも多かった一方で、留学生たちはさまざまな課

題も見つけた。インタビューでは、発表内容、小学生とのやりとり、自分の日本語について言及があっ

た。以下、留学生の発話を紹介する。
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＜発表内容について＞

・ 発表自体は完璧だったと思うが、テーマに「遊び」を加えればもっと完璧になったと思う。自分たち

の発表内容について、日本人の友達に話したら、「日本と同じ」と言われた。小学生は楽しんで聞い

てくれたが、「違うんだ」という驚きを与えることができなかった。

・ 思ったより韓国の遊びを知っていて、深い質問をされた。準備不足を感じた。相手が何を知ってい

るか、何に関心があるかを考えて準備することの難しさを感じた。

・ 相手が子どもだったので、韓服の子ども用について、もう少し説明してもよかったと思う。

・ 食べ物について、食べたことがなくて初めて見るものなので、もう少し説明を加えてもよかったかなと

思う。

＜小学生とのやりとりについて＞

・ 発表内容に対する小学生の反応を予測して、準備をすればよかった。発表内容に関係のないもの

が質問された。

・ 思ったとおりの反応はこないと感じたが、一方で時間をかければかけただけの反応が返ってくると

思った。

・ リアクションがない時どうしたらよいかを考えておくべきだった。「こんなことがおきるかも」を考えて準

備すべきだった。

・ 「質問」について考えておけばよかった。質問がでなかった場合への対応を考えておけばよかった。

例えば雑談タイムにするとか。

・ 緊張したまま、発表が終わってしまった。質問に対して答えられないこともあった。

＜日本語について＞

・ 台本を作らなかったが、日本語が出なかった場面があった。台本を用意していれば、「言い換えて

言う」ではなく、「準備したわかりやすい日本語」を使うことができたのではないかと思う。韓国の言葉

を直訳したような日本語を使ってしまった。

・ おもしろいことを考えていったのに、おもしろく伝えられなかった。日本語のなめらかさにも課題を感

じた。

＜その他＞

・ 小学生の反応が良すぎて、説明を補足したり、やりとりを増やしたりしてしまい、時間を使いすぎてし

まった。時間管理に課題を感じた。

・ リラックスした雰囲気を作るなど、聞き手に配慮できるとよかった。
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言う」ではなく、「準備したわかりやすい日本語」を使うことができたのではないかと思う。韓国の言葉
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・ おもしろいことを考えていったのに、おもしろく伝えられなかった。日本語のなめらかさにも課題を感

じた。

＜その他＞

・ 小学生の反応が良すぎて、説明を補足したり、やりとりを増やしたりしてしまい、時間を使いすぎてし

まった。時間管理に課題を感じた。

・ リラックスした雰囲気を作るなど、聞き手に配慮できるとよかった。

以上の発話から、発表する内容についても発表する際の日本語についても、準備の大切さと難しさ

を留学生が感じたことがわかる。また、小学生の反応が予想とは違った場合や質問があまり出なかった

場合などを想定することの大切さも学んだことがうかがえる。また、発表の時間管理や聞き手への配慮

についても言及するなど、「発表」という場で考慮しなければならないことについても気づきがあった。

小学生を相手に発表したこと

筆者らが今回のプロジェクトを計画する際、「だれに対して、留学生の母国を紹介するのか」という点

は、検討しなければならないことだった。同じ立場の大学生、地域の日本人住民などさまざまな可能性

をさぐっていくなかで、結果的に小学６年生の「総合」授業の一部に関わることになった。そこで、大学

生ではなく、地域の日本人住民でもない、日本の小学生と関わりをもったことについて留学生がどう考

えたかをきいた。以下、その回答を記す。

・ ビジターセッションだったら、相手は大学生でもいいが、発表の場合、相手が大学生だと、聞き手は

評価の目で自分たちを見るのではと思ってしまう。地域でボランティア活動をしているような日本人

なら、目上の人だが、だからこそあたたかい目で見てくれると思う。

・ 同年代のほうが苦手だから、小学生のほうがやりやすいからよかったと思った。実際にやりやすかっ

た。

・ 大学生・社会人への発表のほうが、小学生（年下）より、ストレスや緊張が高い。小学生なら敬語を

使わなくてもいい。

・ 小学生は機会がないと会えない。リアクションが素直。情報に対してありがたみを感じてくれる（ネッ

ト等で調べることができないから）。

以上のように、大学生より小学生のほうが発表しやすいという意見が予想していたよりも多くあった。

また、「大人相手だったら、『外国の留学生だから』と甘い目で見てくれるし、間違えても歩み寄って聞

いてもらえるから、甘えてしまったかもしれない。しかし、相手が小学生だったから、きちんとした日本語

を使わなければと思った」のように、小学生だからこそいい緊張感を持った留学生もいたようである。

しかしながら、「発表をすることで、自分も相手も勉強になるから、相手の年代は関係ない」「小学生と

は友達になれないけど、大学生だったら、友達になれると思う」などの意見もあり、とらえ方は留学生に

よって異なることもわかった。
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さらに、小学校で発表したことについて、以下のような感想が観察された。

・ どこの国の子も一緒だなと感じた。

・ どこの国も小学校の先生と生徒の関係は同じだと思った。

・ 発表をすることで、小学校の様子を知ることができたのでよかった（授業の様子、給食、生活を知る

ことができたから）。また、発表後に小学校内を見学させてもらえて、生活の様子や授業の内容、水

泳の授業などについて知ることができてよかった。

・ 給食を生徒と先生が一緒に食べるところがいいなと思った。

以上のことから、小学校に行って母国紹介を行ったことは、留学生にとって貴重な体験になったこと

がうかがえる。

７．小学校へのインタビュー

先に述べたように、今回の活動は、小学６年生の「総合」授業の一部に関わることによって実現した。

訪問した小学校では、「国際理解」をテーマに、２学期から本格的に「総合」の授業を展開していくとの

ことだった。県大の留学生の発表は、その「国際理解」の「導入」になることが期待されていた。そこで、

小学校の６年生の学級担任に、今回の活動についてどのように感じたのか意見と感想をきいた。

＜インタビューの概要＞

（１）日時 ： 年 月 日 午前９時〜９時 分

（２）場所 ：小学校の校長室

（３）インタビュアー ：黒野敦子・苅谷太佳子

（４）インタビュー対象者 ：６年生の学級担任４名

学級担任からは、「異文化を持つ人との交流は貴重な体験だった」「外国と日本の違いがわかってよ

かった」「子供たちがおもしろがっていたことが表情からうかがえた」「韓国の発表の後は、民族衣装に

関心をもっていた」「遊びで子どもたちをひきつけていた」「日本語が上手」など、好意的な意見があっ

た一方で、発表の内容や形式については以下のような指摘があった。
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関心をもっていた」「遊びで子どもたちをひきつけていた」「日本語が上手」など、好意的な意見があっ

た一方で、発表の内容や形式については以下のような指摘があった。

＜発表の内容について＞

・ ２学期の「国際理解」の導入にならないかなと思って、留学生が母国について紹介するという話を

受けたが、導入にはならなかった。

・ 大学のレポートみたいな発表だと思った。留学生の目標は達成できたかもしれないが、小学校側

の目標に照らし合わせてみた場合、どうだろうと思った。

・ 外国について、子供たちがもっと知りたい、もっと質問がしたくなる、もっと調べていきたくなる、という

気持ちを盛り上げてもらえたらと思っていたが、その目的が達成されたかどうかは疑問が残る。

・ １学期の「社会」で、韓国・中国から伝来された文化や物資について勉強し、韓国や中国が日本の

ルーツだということに触れていた。「韓国や中国に教えてもらって、今の日本がある」ということに触れ

てきているので、その辺のことをもう少し触れてほしかった。中国・韓国と日本の関係に踏み込んで

いけるような質問が出る発表を期待した。

＜発表の形式について＞

・ 「子供が参加できるようなもの」を入れてもらえたらよかったと思う。子供が動いて喋ることによって、

子供の気持ちを動かすことができたのではないか。大学生が一方的に話すタイプの発表では、子

供たちはなかなか積極的に参加できない。

以上が小学校側の今回の活動に対するコメントである。このような指摘がなされた理由として、１）小学

校の「総合」授業の具体的な内容を、担当教員である筆者らが十分に把握していなかったこと、２）その

結果、留学生による母国の紹介活動を「総合」の授業のなかに適切に位置づけられず、「国際理解」の

導入にならなかったこと、が考えられる。小学校を訪問するまえに、教頭とは打ち合わせをしたが、６年

生の学級担任と活動内容について話し合わなかったため、うまく連携ができなかったと思われる。

８．おわりに

本プロジェクトは、大学外のコミュニティと留学生をつなぐことを目指した。ここでは、大学外のコミュニ

ティを小学校及び小学生と考えた。「６．考察」より、小学生と留学生を「つなぐ」ことができたとはいえな

いかもしれないが、つながる契機を提供できたとはいえよう。

留学生は小学校での母国紹介に高い達成感を感じていた。「伝えたいことを伝えることができた／伝

わったことを実感できた」と感じており、彼らの伝える母国は小学生に理解され、受け入れられたと考え

られる。
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だが一方で、留学生は自分の伝えたいことを伝えることができたが、小学生が留学生に自身のことを

語る時間はほとんどなかった。発表以外にも掃除や昼休みの時間を小学生と共にし、学校見学を体験

することで、留学生は日本の小学生についてある程度知る機会を得、そこに楽しさも感じていた。しか

し、それは「つなぐ」ではなく「小学校を知る」にとどまるものであった可能性も否定できない。学級担任

のコメントにもあったが、小学生も参加できるような双方向の活動を行うことで、お互いをより深く知り、

「つなぐ」に結び付けることができたのではないかと考える。そのためにも、活動に関わる関係者同士が、

活動目的や内容について共有しておくことの大切さを改めて感じた。今後の課題とするところである。

参考文献

鈴木敏恵（ ）『課題解決力と論理的思考力が身につく プロジェクト学習の基本と手法』教育出版

田中望・斎藤里美（ ）『日本語教育の理論と実際－学習支援システムの開発－』大修館書店

玉木佳代子（ ）「外国語学習におけるプロジェクト授業—その理論と実践」『立命館言語文化研究』

巻 号、 、立命館大学国際言語文化研究所

細川英雄（ ）「教育環境空間の設計・設定をめざして 実践を拓き、研究を紡ぐ教師へ」細川英

雄・ことばと文化の教育を考える会編著『ことばの教育を実践する・探求する 活動型日本語教育

の広がり』 、凡人社
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資料 

PCIC 第 11 章「社会文化的知識行動」目録の 
構成一覧

 
ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美

 
本稿は外国語としてのスペイン語教育の参考指導要綱  Plan curricular del 

Instituto Cervantes (PCIC : セルバンテス協会のカリキュラムプラン)に関する

研究の一部を構成する。 
PCIC 第 10 章から第 12 章は文化構成要素についての章であり、ヨーロッパ共

通参照枠において「一般的能力」と称される能力に深く関わる。1) 同書第 10 章

「文化的指示対象」については江澤(2015)において巻末資料の形で目録の章立て

の一覧を掲載した。このような形での紹介をおこなった主たる目的は、同書が提

示する文化的指示対象の全体像の概観を容易にするためであり、全体の翻訳が目

的ではない。従って、各項目の多くに列挙されている具体例 2)については言及して

いない。 
第 10 章の目録がスペインとイスパノアメリカの両方に言及しているのとは異

なり、第 11 章の目録では主要な例はすべてスペインに関するものである。その理

由について同章のイントロダクションは、社会文化的な内容を選択し、段階をつ

けることを一つの国においておこなうことですら難しく、イスパノアメリカ諸国

すべてに同様の分析をするのは不可能であるためという見解を示している。3） 

スペイン語教育に携わる者として、第 11 章の目録は学習者にこれらをどのよう

に（何を、どの順番で、どういう活動と共に）伝えるべきかを、第 10 章の目録よ

りも考えさせる内容であるとの印象を持っている。第 10 章と同じく、第 11 章も 
目録の構成はレベル別ではなく三つの段階別であり、モジュール式である。 

近年刊行された GIDE（2015）は、文法シラバス中心の従来の日本のスペイン

語テキストで脇役に置かれたままであった社会文化項目を前面に出し、言語運用

能力をつけるための新しい参照基準と教授法の提案をおこなっている。社会文化

項目は日本のスペイン語教育や教授法の改善を考える上で軽視できない要素であ

ると筆者も考えている。 
江澤(2016a)では第 10 章と第 11 章を扱っているが、執筆時にまとめが完了せず

掲載を断念した、第 11 章の目録の構成の一覧を資料として以下に示す。4)  
江澤(2015)と同じく、FA  =  Fase de aproximación (近接段階)、FP  =  Fase 

de profundización (深化段階), FC =  Fase de consolidación (統合段階)をあら

わす。各項目の具体例はすべて割愛する。 
 
 
 



106

 
1. 生活条件と社会組織 
 
1.1．人間のアイデンティティ

1.1.1. 名前と名字

[FA 多い名前や名字、社会的慣例と態度（名前・名字）／ FP 特定の地方や

自治州に多い名前や名字、準公用語に多い名前や名字／ FC よくある名前や

名字の意味や出自、名前と関係するステレオタイプや意味、あだ名・ペンネ

ーム・ニックネームの使用、名字の順番をめぐる法規]
1.1.2. 身分証明書

      [FA 公的なもの、公的でないもの、個人の身分証明書類に含まれるデータ／ 
FP 身分を証明する書類の扱いや取得／ FC 身分を証明する書類を提携する

必要性に関する信条] 
 

1.2.  家族単位：概念と構造

  [FA 家族単位の概念とタイプ、カップルを結びつける繋がりのタイプ、義理

の家族の概念／ FP 主流をなす家族単位のタイプ 伝統的な家族の概念の展

開 、家族やその構成員やそれぞれの役割に社会が与える意味、大家族の概

念、ヒエラルキーと関連づけられる家族の態度／ FC 政治や社会制度の中で

の家族単位の考察] 

1.3.  暦：祝日、時間割、日常のリズム

  [FA 国の祝祭日、休暇の時期、一般的な労働時間の長さや時間割、食事と関

係する日常のリズム、公共施設や他のサービスの時間割、公共および民間の

交通機関の時間割、教育施設の活動時間や時間割、一日の中で時間に応じた

挨拶言葉の使用／ FP 宗教的祝祭日と公民的祝祭日、季節と関係した祭り、

昼寝の概念、連休の概念、madrugar, acostarse pronto, trasnochar のような概念

と関係した信念やステレオタイプ／ FC 自治州の祭り（祝日カレンダー確立

のための自治州の権限  ] 

1.4.  飲食物

1.4.1.  料理と食べ物

      [FA 主要な食事時間とそれぞれの食事でよく食べるもの（タパスやおやつの

概念）、ダイエットの基礎となる食べ物、メニューの機能と関連した社会的

しきたりやそれぞれの料理と関連がある食べ物、食べる順番、料理法ごとの

料理の種類、スペイン料理でよく使われる調味料・ハーブ・スパイス、おも

な付け合わせ、食事中のワインやコーヒーその他の飲み物の役割、地域・地

方の典型的な料理 ／ FP 地域・地方の典型的な産物 原産地呼称 、一般の

人々に受けいれられる、あるいは健康によいとされる特定の食べ物やお茶の

影響への信仰、食べられない動物のタブー、食事についてその都度問題にな
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ーム・ニックネームの使用、名字の順番をめぐる法規]
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FP 身分を証明する書類の扱いや取得／ FC 身分を証明する書類を提携する

必要性に関する信条] 
 

1.2.  家族単位：概念と構造

  [FA 家族単位の概念とタイプ、カップルを結びつける繋がりのタイプ、義理
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挨拶言葉の使用／ FP 宗教的祝祭日と公民的祝祭日、季節と関係した祭り、

昼寝の概念、連休の概念、madrugar, acostarse pronto, trasnochar のような概念

と関係した信念やステレオタイプ／ FC 自治州の祭り（祝日カレンダー確立

のための自治州の権限  ] 

1.4.  飲食物

1.4.1.  料理と食べ物

      [FA 主要な食事時間とそれぞれの食事でよく食べるもの（タパスやおやつの

概念）、ダイエットの基礎となる食べ物、メニューの機能と関連した社会的

しきたりやそれぞれの料理と関連がある食べ物、食べる順番、料理法ごとの

料理の種類、スペイン料理でよく使われる調味料・ハーブ・スパイス、おも

な付け合わせ、食事中のワインやコーヒーその他の飲み物の役割、地域・地

方の典型的な料理 ／ FP 地域・地方の典型的な産物 原産地呼称 、一般の

人々に受けいれられる、あるいは健康によいとされる特定の食べ物やお茶の

影響への信仰、食べられない動物のタブー、食事についてその都度問題にな

る社会的しきたりや態度、料理や食卓における食べ物の配置 ／ FC 食習慣

の変化 市場に外国産の生産物が輸入され置かれるようになること 、スペイ

ンの典型的な料理の起源、料理のタイプと外国料理の影響]
1.4.2.  食卓における社会的慣例と態度

      [FA 食事ごとに食卓に置かれる主なもの、食卓で使われる言葉や文型そして

¡Que aproveche!と言われるタイミング、スペイン人が伝統的に食事をするた

めに集まる祝祭やパーティー ／ FP 食卓における社会的慣例（やりとり）、

食卓でのふるまい 身なりをきちんとすることや時間を守ることなどの概念

が与える意味 、個人の家庭への招待に関する態度 ／ FC 伝統的な祝祭やパ

ーティーにおける典型的な食事（クリスマスイブやクリスマスのメニュー）]
  1.4.3.  飲食関係の施設

  [FA 最もよくある施設のタイプ、開店時間と閉店時間、社会的慣例と態度、

地域や地方による tapa, ración, pincho, aperitivo の概念 ／ FP 施設のタイプ、

レストランのタイプ、tapeo の概念 ir や salir を使って、社会的慣例と態度 ／ 
FC 外食する時間についての慣例の変更] 

1.5.  教育と文化

1.5.1.  教育機関

      [FA 教育機関のタイプ、教育課程ごとの教育の分割、6～7 年間基礎教育を義

務化したり無料にすること、教育機関の施設やサービス ／ FP 中等教育や高

等教育の動向、最も多い学内活動や学外活動、教育的文脈における社会的慣

例や態度（やりとり、教室にて、高等教育課程の開講に際して）／ FC 非西

語圏の外国籍学生を引き受けたり補習をさせる授業の概念、生徒の要望と教

育機関の申し出の関係、教師の役割が与える意味、政府の参画と教育機関の

運営、援助や奨学金の種類]
1.5.2.  図書館、ミュージアム、文化センター

  [FA 図書館によって提供される主なサービス、ミュージアムの種類、図書館

や文化施設やミュージアムの開館時間、ミュージアム入場料金 ／ FP 文化

を紹介し広める図書館やミュージアムのプログラムやイニシアチブ  ／ FC
特定の図書館や古文書館、文化センター サービス、機能  ] 

1.6.  仕事と経済

  [FA 仕事や休み、休暇の時間割、オフィスがその中でまとまっている人口ゾ

ーン、労働市場に関する状況ごとの個人の分類（公務員の概念）／ FP 工業

団地が集中する人口ゾーン、雇用契約の種類、紹介状や履歴書を書く場合の

慣例と態度 ／ FC 税のタイプ、職探しのための制度や場所、若者・女性・

失業者が起業することを促進するための公的機関の計画や活動、職業訓練を

する意味、企業家や労働者の権利と義務（労働組合の役割、労働者団体、企

業の委員会）、労働保険（職業上の危険や労働災害、労働紛争の概念） 労

働災害予防の政策やキャンペーン  ] 
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1.7.  娯楽・習慣・嗜好関係の活動

  1.7.1.  慣例と嗜好

  [FA 娯楽の概念（自宅での娯楽と自宅外での娯楽）、娯楽の時間に最も行わ

れる活動 公演、音楽、ラジオ、テレビと関係したもの、何かの知識と関連

したものや手軽な活動、スポーツ関係、野外や自然空間でおこなうもの ／ 
FP 年齢や性別や社会集団別の娯楽の概念、社会的性格をもつ娯楽活動に関

する社会的慣例と態度（友人、仕事仲間や家族と関係した活動）、読書習慣

（最もよく読まれた、もしくは売れた出版物のタイプ、本の購入に関する出

来事や日付）／ FC 田舎と比較しての都会での娯楽の概念、他の文化や社会

的変化によって現れた娯楽活動（習い事）、テーブルゲーム（ゲーム中の態

度）、読書習慣 読書習慣を身につけてもらうための制度的イニシアチブ、

スペイン人の読書習慣におけるデジタルサポートへの読書の影響  ]
  1.7.2.  公演

  [FA スペイン人がよく行くタイプの公演、映画の上映時間や劇場の上演時

間、映画や演劇の入場券の入手、映画の種類、映画や演劇の劇場で働く人々

やサービス ／ FP 映画館のタイプ、社会的慣例と態度 映画館に映画を観に

行くことに関して、野外音楽イベントに参加することに関して 、闘牛 ／ FC 
闘牛における儀礼、年齢や場所（都会か田舎か）社会層と関係する公演、ス

トリートパフォーマとパフォーマンス]
1.7.3.  野外活動

      [FA スペイン人が最も多く行う野外活動、スペイン人が最も多く行う自然の

中でのスポーツ活動、野外活動に関する社会行動／特定の活動の実施と関係

する特別な日の祝祭、宗教や民族や通俗的な含みを持つ祭り、野外活動に関

係する社会的慣例、野外活動を実施するための施設やサービス ／ FP 研究

または養成活動、野外活動に関する団体]
1.7.4.  スポーツ 

  [FA  スペイン人が高い頻度でおこなうスポーツ、体を動かすスポーツ活動

が高い頻度でおこなわれる場所 ／ FP スポーツ観戦、非常に人気があるス

ポーツイベント、スポーツ関連のステレオタイプ、スポーツ観戦に関する社

会的行動 ／ FC 危険を伴うスポーツ、伝統的なスポーツ実技、スポーツ関

係の催しを開催する公的機関、社会の中でスポーツに与えられる意味] 

1.8.  マスコミ・情報

1.8.1.  文字メディア（新聞雑誌等） 
  [FA  スペインの新聞が通常朝刊を発行すること、新聞を読むことと関係す

る社会的行動、新聞や定期刊行物が購入される施設 ／ FP 新聞

のサイズや各欄や内容－週ごとの付録や週末の新聞につく雑誌、

スポーツ系の出版物の重要性、「編集長への手紙」欄を通して意

見や不満を広めるための表現手段として新聞に与えられる意味、
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      [FA スペイン人が最も多く行う野外活動、スペイン人が最も多く行う自然の
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1.7.4.  スポーツ 

  [FA  スペイン人が高い頻度でおこなうスポーツ、体を動かすスポーツ活動

が高い頻度でおこなわれる場所 ／ FP スポーツ観戦、非常に人気があるス

ポーツイベント、スポーツ関連のステレオタイプ、スポーツ観戦に関する社

会的行動 ／ FC 危険を伴うスポーツ、伝統的なスポーツ実技、スポーツ関
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  [FA  スペインの新聞が通常朝刊を発行すること、新聞を読むことと関係す

る社会的行動、新聞や定期刊行物が購入される施設 ／ FP 新聞

のサイズや各欄や内容－週ごとの付録や週末の新聞につく雑誌、

スポーツ系の出版物の重要性、「編集長への手紙」欄を通して意

見や不満を広めるための表現手段として新聞に与えられる意味、

新聞に書かれたことが世論に与える影響 ／  FC 女性向けゴシッ

プ雑誌－その概念やよく売れている雑誌、無料配付される新聞の

定期的な刊行、連携関係のある新聞、新聞の付録や新聞とセット

販売される物品、国内向け新聞のページに掲載されるユーモア記

事 ]  
1.8.2.  テレビとラジオ

    [FA  番組の種類、視聴率が高い時間帯 ／ FP テレビ視聴に関する価値観、

テレビ視聴に関する行動、ラジオ聴取に関する行動 ／ FC 社交や集団感情

の形成の道具としてのテレビ、テレビの放送網や番組の質についての信念、

日常生活中の行動においてテレビがどのように影響を与えているか、テレビ

が言語に与える影響、ひとり暮らしをしている人や夜間労働者のための共同

体としてラジオが与える意味] 
1.8.3.  インターネット 

[FA インターネット利用の慣例、スペイン人のネットユーザーに最も利用さ

れているサービス、インターネット接続が好まれる場所 ／ FP 主要なイン

ターネットサービスプロバイダー ／ FC  お金の使い方として電子決済の

利用が増えること] 
 

1.9.  住居

1.9.1.  住居の特徴とタイプ

[FA  市町村における住居のタイプ －構造に関して －どちらを向いてい

るか、住居の間取りや部屋 －家の中で別空間として扱うことの意味、住居

の平均的なサイズとそれぞれの使用頻度 －スペインの家庭によくある家

具のタイプ ／ FP  市町村における住居のタイプ －移動タイプの宿泊施

設 －住居の本質的な構成要素としての自然光や眺望や家の向きに与えら

れる意味、共有スペース、住居内のセキュリティーサービス ／ FC 地方や

文化コミュニティの建築の伝統と材質もしくは建築技術の利用との関係、住

居建築や内部の仕上げや装飾にあたり特定の材質を使用することをめぐる

社会的な慣例、住居建築で再生可能なエネルギー利用に関する行動や慣例] 
1.9.2.  住居へのアクセスと不動産市場

[FA  住むところを手に入れるための手段、その好みと意味 ／ FP  スペイ

ンの不動産市場の特徴、家を借りることに関する社会的慣習、購入もしくは

賃貸のための家探しに関する行動 ／ FC  家の値段とスペイン人の購買力

との関係、公的な保護のある住宅の概念、若者が独り立ちする年齢を決める

諸要因とそれらが彼らの住宅購買意欲に与える影響、住宅を手に入れるため

の融資や援助、”Okupa”運動と住居や人が住んでいない場所を占拠する事件] 
 
1.10. サービス

1.10.1.  スポーツ施設

[FA  スポーツ実技をするための主な公共施設、プロのスポーツや興行用の
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スポーツ施設 ／ FP スポーツ実技や更衣室やシャワールーム用のスポー

ツ施設のスペース、スポーツ施設利用時間、スポーツ施設運営の関係者 ／ 
FC  伝統的なスポーツ実技と関係しているパブリックスペースと競技プロ

グラム] 
1.10.2.  公園と緑地

  [FA  スペインの有名な公園、公園によくあるもの、公園の手入れと警備

に関わる人々、公園や緑地の利用を楽しむことと関係する行動 ／ FP 公
園が提供するサービス、都会やその郊外における公園や緑地の数や広さ、

都会の人々の緑地に対する評価 ／ FC  公園、小公園、大草原、田舎な

どの概念の違い、特殊な公園や緑地、緑地化とメンテナンス] 
1.10.3.  街中の動産

  [FA 娯楽やくつろぎスペースに関する動産、歴史的あるいは象徴的な空間

やモニュメントや建物の夜間照明 ／ FP  広告スペース、住所やランドマ

ークについての貼り紙や表示、都市空間の中で彫像や記念的なモニュメン

ト、芸術作品などが街と一体化していること ／ FC  彫像や彫刻の足元に

著名な人物の生誕や死去を示すために通常住居に配置される記念碑的なプ

レートや場所 ／ 街や地区によってはよく使われている材質、建築環境

や地区の伝統への配慮] 
  1.10.4.  公共スペースの維持と清掃

      [FA  道路清掃人、ごみ収集人、植木職人のようなパブリックスペースの維

持と清掃に関係する職業、ごみ収集に関する行動 ／ FP 道路の清掃の方

法、掃除関係の動産、リサイクルとごみの分別 ／ FC 公道上のごみや廃

棄物を捨てる場所、特殊なごみとそれを捨てる場所、市町村のごみ捨て場] 
1.10.5.  市民保護 

[FA  なし／ FP  市民保護の概念、市民保護の計画に協力している職業／ 
FC  災害救援隊(UAD)の活動範囲、自然災害の防止計画と防止戦略、最大警 
戒時の安全確保に関する行政の活動] 

 
1.11. 買い物

1.11.1.  店と施設

  [FA  施設の種類 －食べ物を扱う施設 －伝統的な施設 －新しいタイ

プの施設や商売 －青空市 －通常洋服が買われる施設 －大型施設 －

郊外で買い物のスペース、娯楽の場、出会いの場としての大型商業施設に

与えられる意味、スーパーや小売店の商品機能、ある種の特別な施設に共

通する品物、客と従業員のやりとりに関する社会的慣例 ／ FP 施設の種

類 －特殊な施設 －市場と卸売市場、様々な購入方法、社会的慣例と行

動 －買い物に出かける －洋服店にて、商業施設ができる都会のおもな

地域、商業施設で利用できるサービスや取引 ／ FC 交換可能なものと交

換不可のもの、特定の商品を展示し、保存するために用いられる包装、苦

情の手紙を書くことに関する慣例] 
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スポーツ施設 ／ FP スポーツ実技や更衣室やシャワールーム用のスポー

ツ施設のスペース、スポーツ施設利用時間、スポーツ施設運営の関係者 ／ 
FC  伝統的なスポーツ実技と関係しているパブリックスペースと競技プロ

グラム] 
1.10.2.  公園と緑地

  [FA  スペインの有名な公園、公園によくあるもの、公園の手入れと警備

に関わる人々、公園や緑地の利用を楽しむことと関係する行動 ／ FP 公
園が提供するサービス、都会やその郊外における公園や緑地の数や広さ、

都会の人々の緑地に対する評価 ／ FC  公園、小公園、大草原、田舎な

どの概念の違い、特殊な公園や緑地、緑地化とメンテナンス] 
1.10.3.  街中の動産

  [FA 娯楽やくつろぎスペースに関する動産、歴史的あるいは象徴的な空間

やモニュメントや建物の夜間照明 ／ FP  広告スペース、住所やランドマ

ークについての貼り紙や表示、都市空間の中で彫像や記念的なモニュメン

ト、芸術作品などが街と一体化していること ／ FC  彫像や彫刻の足元に

著名な人物の生誕や死去を示すために通常住居に配置される記念碑的なプ

レートや場所 ／ 街や地区によってはよく使われている材質、建築環境

や地区の伝統への配慮] 
  1.10.4.  公共スペースの維持と清掃

      [FA  道路清掃人、ごみ収集人、植木職人のようなパブリックスペースの維

持と清掃に関係する職業、ごみ収集に関する行動 ／ FP 道路の清掃の方

法、掃除関係の動産、リサイクルとごみの分別 ／ FC 公道上のごみや廃

棄物を捨てる場所、特殊なごみとそれを捨てる場所、市町村のごみ捨て場] 
1.10.5.  市民保護 

[FA  なし／ FP  市民保護の概念、市民保護の計画に協力している職業／ 
FC  災害救援隊(UAD)の活動範囲、自然災害の防止計画と防止戦略、最大警 
戒時の安全確保に関する行政の活動] 

 
1.11. 買い物

1.11.1.  店と施設

  [FA  施設の種類 －食べ物を扱う施設 －伝統的な施設 －新しいタイ

プの施設や商売 －青空市 －通常洋服が買われる施設 －大型施設 －

郊外で買い物のスペース、娯楽の場、出会いの場としての大型商業施設に

与えられる意味、スーパーや小売店の商品機能、ある種の特別な施設に共

通する品物、客と従業員のやりとりに関する社会的慣例 ／ FP 施設の種

類 －特殊な施設 －市場と卸売市場、様々な購入方法、社会的慣例と行

動 －買い物に出かける －洋服店にて、商業施設ができる都会のおもな

地域、商業施設で利用できるサービスや取引 ／ FC 交換可能なものと交

換不可のもの、特定の商品を展示し、保存するために用いられる包装、苦

情の手紙を書くことに関する慣例] 

1.11.2.  値段と支払い方法

      [FA  支払い方法、施設の種類や買い物の内容に関係する支払い方法、バー

ゲンの概念、値段の付け方の慣例 ／ FP  大体値段が決まっている商品

と食品のように値段が変わる商品との違い、買い物カゴの概念 ／ FC 施
設における値引きの種類、特別な支払い方法、値段交渉ができる状況] 

1.11.3.  消費の慣例

      [FA  買い物をするときに役立つものと度量衡、1 年のうち買い物が増える時 
期、容れ物や包装の種類、カテゴリー別消費財の区分、買い物をすることと

買い物に行くことの概念、比較的基本的な商品、商品の値段と関係する社会

的慣習 ／ FP  生活の質に関わる商品 ／ FC  買い物の単位と手段、スペ

イン人の平均的な購買力、消費習慣における最近の変化] 
 

1.12.  健康・衛生

1.12.1  公衆衛生

    [FA  個人の衛生の概念、健康に気をつけることに関する行動 ／ FP 制度

上の活動、住んでいるところの特定の地区の人々が定期的にかけこまねば

ならない専門家、心の健康分野の専門家チーム、信念や庶民の知恵に関す

る民間療法、処方箋や薬の使用に関する社会的慣例、家庭や公共の場にお

ける衛生や清潔さについての概念 ／ FC  美容整形と健康をとるか美し

さをとるかという審美的な問題に特化されたクリニックの隆盛、中絶の実

施のための仮定と法的用件、人が死ぬ主な原因、従来の薬と並行して用い

られる薬や代替療法、公共衛生と関係する活動] 
1.12.2.  医療施設

    [FA  医療施設の種類 －保健センターと外来病院、社会保障の給付 ／  
FP 保健センターにいる人やあるもの、衛生と関係のある職業 －都会

や田舎におけるかかりつけ医の概念、公衆衛生サービスの恩恵を受けるた

めの手続き、病院や保健施設における患者や見舞客の行動に関する社会的

慣習 ／ FC  提供された保健サービスに応じた専門病院、公衆衛生のチー

ムや施設、私立の医療協会、社会保障の衛生システムに対する国民の評価] 
 
1.13.  旅行・宿泊・交通

1.13.1.  旅行

    [FA  旅行の計画と進行に関する行動、スペイン人が最も行きたがる国内と

外国の旅行先 ／ FP 修学旅行の概念、最も多い行き先と旅行の種類につ

いての流行の影響の度合い ／ FC 第 3 世代の旅行：IMSERSO(高齢者・社

会サービス研究所)のサービス、エコツーリズム・農村観光・文化観光・グ

リーンツーリズム・アドベンチャーツーリズム] 
1.13.2.  ホテルと宿泊施設 

      [FA カテゴリーやサービス別の宿泊施設、ホテルの設備、ホテルが提供す

るサービス ／ FP  ホテルがおこなうサービスに関わる人、農村観光 －
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農村の宿泊施設の種類 －農家の概念 ／ FC カテゴリーとサービス別の

宿泊施設、温泉、パラドール]
1.13.3.  空港、港、鉄道、道路

      [チケットの種類、交通機関の切符の取得、空港の施設とサービス、鉄道駅

やバスの駅の施設とサービス、高速道路の施設とサービス ／ FP 空港の

種類、港の種類、鉄道路線の種類、一般道路や高速道路が渋滞する時間帯

－ 帰宅ラッシュ ／ FC 車のメンテナンスに関する社会的行動、道路救

援サービス 5)、交通違反点数、交通違反と処罰] 
1.13.4.  都市交通

  [FA  おもな都市交通手段、地下鉄網と近郊線の構造、切符の種類、利用す

る交通手段ごとの切符の買い方、地下鉄駅の設備とサービス、地下鉄を持っ

ているスペインの都市、公共交通機関利用に関する社会的慣例と行動 ―バ

ス利用に関する社会的慣例 －タクシー利用に関する社会的慣例 ／ FP  
夜行バス路線、タクシーの料金メーターと行程の概念、公共交通機関の価値、

都市交通利用の際の規範 ／ FC  娯楽のための乗り物や観光輸送、公共交

通機関での動物の輸送に関する慣例] 
 
1.14.  エコロジー・自然環境

1.14.1.  自然と環境保護の関係 
  [FA  なし  ／ FP  社会に懸念を与える環境問題、環境保護とエネルギー節

約を推進するために環境の中でおこなわれる公的機関のキャンペーン  ／ 
FC  環境政策を構想し進める責任を持つ機関、自然保護団体、環境保護政策

－在来種や絶滅危惧種の保護 －海岸法 －森林政策] 
1.14.2.  自然公園とルート

    [FA  自然公園の種類、ルートの種類 ／ FP 自然公園や保護空間での行動

を規制する規範 ／ FC  なし] 
1.14.3.  自然災害 

      [FA  なし ／ FP  大きな被害をもたらす災害、自然災害発生時に社会の中

で生じる連帯行動であるボランティア ／ FC  自然災害を受ける可能性が

高い危険なエリア、自然災害発生時の予防手段と支援システム、エコロジー

団体や環境保護団体の活動] 
 
1.15  社会サービス・援助プログラム

1.15.1.  高齢者へのケア

  [FA 定年の最低年齢、高齢者が受ける恩恵 6) ／ FP  高齢者向けサービス、

高齢者用センター －高齢者センターで働く専門職員 ／ FC  デイケアセ

ンターと高齢者が受けるサービス、第 3 世代用住居の概念、早期退職] 
1.15.2.  移民へのケア

    [FA  移民の多数を占める人たちの出身地、主要な移民受け入れ先 ／ FP 
移民対応に関わる機関や団体、移民ケアセンターと移民が受けるサービス
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農村の宿泊施設の種類 －農家の概念 ／ FC カテゴリーとサービス別の

宿泊施設、温泉、パラドール]
1.13.3.  空港、港、鉄道、道路

      [チケットの種類、交通機関の切符の取得、空港の施設とサービス、鉄道駅

やバスの駅の施設とサービス、高速道路の施設とサービス ／ FP 空港の

種類、港の種類、鉄道路線の種類、一般道路や高速道路が渋滞する時間帯

－ 帰宅ラッシュ ／ FC 車のメンテナンスに関する社会的行動、道路救

援サービス 5)、交通違反点数、交通違反と処罰] 
1.13.4.  都市交通

  [FA  おもな都市交通手段、地下鉄網と近郊線の構造、切符の種類、利用す

る交通手段ごとの切符の買い方、地下鉄駅の設備とサービス、地下鉄を持っ

ているスペインの都市、公共交通機関利用に関する社会的慣例と行動 ―バ

ス利用に関する社会的慣例 －タクシー利用に関する社会的慣例 ／ FP  
夜行バス路線、タクシーの料金メーターと行程の概念、公共交通機関の価値、

都市交通利用の際の規範 ／ FC  娯楽のための乗り物や観光輸送、公共交

通機関での動物の輸送に関する慣例] 
 
1.14.  エコロジー・自然環境

1.14.1.  自然と環境保護の関係 
  [FA  なし  ／ FP  社会に懸念を与える環境問題、環境保護とエネルギー節

約を推進するために環境の中でおこなわれる公的機関のキャンペーン  ／ 
FC  環境政策を構想し進める責任を持つ機関、自然保護団体、環境保護政策

－在来種や絶滅危惧種の保護 －海岸法 －森林政策] 
1.14.2.  自然公園とルート

    [FA  自然公園の種類、ルートの種類 ／ FP 自然公園や保護空間での行動

を規制する規範 ／ FC  なし] 
1.14.3.  自然災害 

      [FA  なし ／ FP  大きな被害をもたらす災害、自然災害発生時に社会の中

で生じる連帯行動であるボランティア ／ FC  自然災害を受ける可能性が

高い危険なエリア、自然災害発生時の予防手段と支援システム、エコロジー

団体や環境保護団体の活動] 
 
1.15  社会サービス・援助プログラム

1.15.1.  高齢者へのケア

  [FA 定年の最低年齢、高齢者が受ける恩恵 6) ／ FP  高齢者向けサービス、

高齢者用センター －高齢者センターで働く専門職員 ／ FC  デイケアセ

ンターと高齢者が受けるサービス、第 3 世代用住居の概念、早期退職] 
1.15.2.  移民へのケア

    [FA  移民の多数を占める人たちの出身地、主要な移民受け入れ先 ／ FP 
移民対応に関わる機関や団体、移民ケアセンターと移民が受けるサービス

／ FC  移民のための社会的かつ職業的な統合とその推進、社会と制度が

国の経済や人口増加への移民の貢献を認めることの重要性、不法移民、外

国人法と統合計画]  
1.15.3.  財源を持たない人へのケア

    [FA   財源を持たない人のケアに関係する場所、制度や組織が提供するサ

ービス ／ FP  失業手当 －受給者 －給付 －受給条件 ／ FC 社会

の底辺という概念 －物乞いとホームレスの社会的イメージ、ボランティ

ア] 
1.15.4.  虐待被害者へのケア

  [FA なし ／ FP  虐待の防止と(肉体・精神的に)虐待被害者への支援政策

－NGO 活動 －性暴力への感度と告発や防止のためのキャンペーンへの国

民の支持、避難所を利用できる人、未成年者の受入れセンター、避難所が

提供するもの、性暴力について国民の意識を高めるためのテレビや新聞の

キャンペーン、緊急電話 ／ FC  家庭内暴力に対応するための制度上の措

置、未成年保護のための制度上の措置]   
1.15.5.  NGO 

  [FA  なし ／ FP  有名な NGO、NGO の活動 ／ FC  NGO の仕事への関

与と参加の度合い、NGO によるキャンペーンへの国民の反応の度合い] 
 
1.16.  安全と治安対策 

[FA  治安警備団体 ／ FP  組織的な犯罪として明るみに出るもの ／ FC   
テロと反テロ政策、外国人排斥と人種差別、校内暴力問題、スポーツにおけ

る暴力問題]

2.  対人関係 

2.1．私的領域と公的領域

2.1.1.  親密な関係や家族関係、友人関係

      [FA 友人知人の概念 友情の概念に与えられる意味 、年齢・性別・人間関係

による友人や家族間の扱いの社会的慣例 出会いや挨拶における社会的慣習

と形式、友人と一緒に過ごすという概念、キスや抱擁の社会的用法、公の場

での親愛表現に関する社会的慣例と態度、年齢や人間関係による同一家族の

メンバー間での扱いにおける社会的慣例と形式、および都会と田舎での違

い ／ FP 友人間での社会的慣例や態度、スペイン人が家族や友人と集まる

のを好むパーティーと宴会、プレゼントを贈ったり受け取ったりする際の社

会的慣例と態度、相手を褒める時の社会的慣例と態度、子供どうしや親どう

しで確立された関係／ FC 情操教育と性教育（スペイン人の性教育に与えら

れる意味）、ピロポを使って相手を褒める行為についての社会的慣例と形式、

家族間・友人間での一般的な会話のテーマ、および扱うテーマにおける信頼

と親密さの度合い]
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2.1.2.  社会階層や世代、異性間の関係

[FA 高齢者への対応の際の丁寧さの規範、同性・異性との交際における社会

的慣例 ／ FP 社会階級の概念 ／ FC 子供への対応に関する社会的慣例、公

共の場での子供の態度への寛容さの度合い]
2.1.3.  近所との関係

[FA 近所どうしの慣例と形式 ／ FP 近所の人どうしの好意的態度 ／ FC 
都会と田舎における近所づきあい]

2.1.4.  権力筋、行政との関係

[FA 権力筋に対応するときの社会的慣例 ／ FP 行政と関係する公共の場、

行政と関係する固有の活動 ／ FC 権力筋との関係において個人に帰する役

割、行政向けの口述用文章と文書における慣例]
2.1.5.  知らない人との関係

      [FA 公共の場所やスペースでの知らない者どうしの挨拶の社会的慣例と態

度、文形式、知らない相手の注意を喚起したり相手に話しかけたりするため

の社会的慣例と態度 ／ FP 公共の場所やスペースで見知らぬ者同士の社会

的慣例と態度 ／ FC なし] 

2.2．職業領域

2.2.1.  仕事仲間との関係

      [FA 通常仕事仲間と共有する活動、職階が上の者と下の者との間での関係と

関わる社会的慣例と礼儀規範 ／ FP 専門家集団のタイプ、「ヒエラルキー」

や「権威筋」などの概念に与えられる意味、同僚と接してデータを集めるた

めに職業領域で使われる要素 ／ FC 昇進や転職の可能性、職業集団に関す

る信念やステレオタイプ、同僚関係を促進する団体、職業別の服装に関する

社会的慣例]
2.2.2.  顧客との関係

[FA 顧客に対応する際の社会的慣例と礼儀の規準 ／ FP 常連の概念、場所

や文脈による専門家と顧客との間の社会的慣例や形式 ／ FC 消費者の権利

を擁護する機関や団体] 

2.3.  教育領域

      [FA 社会によって認められている生徒と教師の概念、教育課程ごとに教師と

生徒の間にある関係の中での社会的慣例と礼儀の規準 ／ FP 生徒の間で自

分の名前を言う、または呼び合う方法、教育段階ごとの生徒の固有活動、「協

力」や「連帯感」のような概念にあたえられる意味、教育領域に関する人間

や職業 ／ FC 教育機関における外国人生徒の受け入れ、教育機関において

特別に支援を必要とする生徒を受け入れること、異文化教育に与えられる意

味] 
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2.1.2.  社会階層や世代、異性間の関係

[FA 高齢者への対応の際の丁寧さの規範、同性・異性との交際における社会

的慣例 ／ FP 社会階級の概念 ／ FC 子供への対応に関する社会的慣例、公

共の場での子供の態度への寛容さの度合い]
2.1.3.  近所との関係

[FA 近所どうしの慣例と形式 ／ FP 近所の人どうしの好意的態度 ／ FC 
都会と田舎における近所づきあい]

2.1.4.  権力筋、行政との関係

[FA 権力筋に対応するときの社会的慣例 ／ FP 行政と関係する公共の場、

行政と関係する固有の活動 ／ FC 権力筋との関係において個人に帰する役

割、行政向けの口述用文章と文書における慣例]
2.1.5.  知らない人との関係

      [FA 公共の場所やスペースでの知らない者どうしの挨拶の社会的慣例と態

度、文形式、知らない相手の注意を喚起したり相手に話しかけたりするため

の社会的慣例と態度 ／ FP 公共の場所やスペースで見知らぬ者同士の社会

的慣例と態度 ／ FC なし] 

2.2．職業領域

2.2.1.  仕事仲間との関係

      [FA 通常仕事仲間と共有する活動、職階が上の者と下の者との間での関係と

関わる社会的慣例と礼儀規範 ／ FP 専門家集団のタイプ、「ヒエラルキー」

や「権威筋」などの概念に与えられる意味、同僚と接してデータを集めるた

めに職業領域で使われる要素 ／ FC 昇進や転職の可能性、職業集団に関す

る信念やステレオタイプ、同僚関係を促進する団体、職業別の服装に関する

社会的慣例]
2.2.2.  顧客との関係

[FA 顧客に対応する際の社会的慣例と礼儀の規準 ／ FP 常連の概念、場所

や文脈による専門家と顧客との間の社会的慣例や形式 ／ FC 消費者の権利

を擁護する機関や団体] 

2.3.  教育領域

      [FA 社会によって認められている生徒と教師の概念、教育課程ごとに教師と

生徒の間にある関係の中での社会的慣例と礼儀の規準 ／ FP 生徒の間で自

分の名前を言う、または呼び合う方法、教育段階ごとの生徒の固有活動、「協

力」や「連帯感」のような概念にあたえられる意味、教育領域に関する人間

や職業 ／ FC 教育機関における外国人生徒の受け入れ、教育機関において

特別に支援を必要とする生徒を受け入れること、異文化教育に与えられる意

味] 

3．集団のアイデンティティと人生のスタイル 

3.1．集団アイデンティティ：社会階級に属する意味

3.1.1.  集団アイデンティティの形成

[FA 集団アイデンティティを形成する手助けをする要素、公用語と準公用語

（言語の振興と保護のための機関）／ FP 行政・政治区分、地方の文化的産

物の奨励と保存のための行動、複数の言語が共存している地方や空間 ／ FC
集団アイデンティティを形成する手助けをする要素 注 FA と同じで例は異

なる 、地方分権の概念：中央政府と自治州政府（国家の中心的な組織や地

方・自治州・よりローカルな機関の組織の権限や権力）、地方の伝統や文化

的遺産を守り保存することを意図する公共の場所、自治州の祝祭のためにカ

レンダーに割り当てられた日、言語政策に関する機関の行動]
3.1.2.  市民参加と社会的多元性

[FA 社会参加の形態、政治参加のメカニズム ／ FP 政治や社会環境に向け

た市民参加の概念 ／ FC スペインにおける多元性の表現、政治的な選挙に

おける市民参加（有権者の必要条件）、マスメディアへの市民参加]
3.1.3.  少数民族と宗教的少数派

      [FA 主な少数民族や宗教的少数派 ／ FP 少数民族や近年定住した社会集

団、宗教的少数派が多数集中する居住区 ／ FC 社会におけるエスニック集

団や宗教的少数派の集積と受け入れの度合い（異なる民族間の結婚への肯定

的評価と否定的評価：異文化理解と外国嫌い）、宗教的コミュニティ] 

3.2.  伝統と社会の変革

      [FA 一年の中で民衆性や伝統が発露される時期や日、習慣や伝統と関係のあ

る印・シンボル・事物、野外で楽しむ新形態 ／ FP グルメの分野での伝統、

式典や祝祭での着飾り方に関する社会的慣例、習慣や伝統と関係する印・シ

ンボル・事物、伝統的な習慣の保存と保護に与えられる意味、新しい家族形

態の出現 ／ FC 工芸分野の伝統、経済団体と関係のある伝統、教育団体に

おける伝統、スペイン人の伝統的なお祭りや習慣と移民社会の文化における

お祭りや習慣の共存、外国の祭りや他の地域とは祝い方が異なるものにおけ

る他国の影響、スペイン人の性的な行動の変化] 

3.3.  精神性と宗教             
      [FA  主な宗教および信仰、信者や巡礼者が集まる場 ／ FP 宗教儀礼と民間

の伝統の関係、伝統に根ざした宗教的な儀式 ／ FC 公的機関における宗教

の存在、宗派による寛容と尊重の程度] 

3.4.  外国や外国人の文化の紹介と一体化

      [FA 都市の大きさや地理的な地区によって人がアクセスする外国の文化的

産物のタイプ、都市の大きさや地理的な地区によってしばしば遭遇する外国
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料理レストランのタイプ ／ FP スペインに設置されている外国施設のタイ

プ、都市の大きさや地理的な地区によってしばしば遭遇する外国の文化サー

ビスのタイプ、外国語の知識や外国語での教育にあたえられる意味、移民に

よって共生する他の文化についてのステレオタイプを打ち破る段階 ／ FC 
スペインの外国や少数民族の産物の人気に影響を与えた要因、外国人コミュ

ニティの存在が目立つ地域や街における出身国のマーケットや流通形態の

再現、外国の文化的な生産物の消費をめぐる社会的な態度、そして日頃の消

費においてこれらの態度がこなれてくるレベル、スペインの商業施設におい

てもっとも要望がある外国産の食品、外国人とスペイン語でコミュニケーシ

ョンする際のエラーへの許容度(エラーのタイプ別)] 

3.5.  祭り、儀式、祝典      
3.5.1.  祝祭

      [FA おもな祝祭 ／ FP 宗教的起源を持つ祭り、世俗の祭り、守護聖人の祭

の準備や祭りを楽しむことに関する社会的慣習と態度、国内で観光的に関心

を持たれているとされる祝祭 ／ FC 村や街の守護聖人の祭でよくおこなわ

れる活動、守護聖人の祭や民間の祭と関係する団体やグループ 守護聖人の

祭に与えられる意味

3.5.2.  式典と記念イベント

      [FA 誕生日を祝うことについての社会的慣例や態度 ／ FP 聖人の日のお祝

いの概念 地理的な地域や家族的伝統によって聖人の日を祝うことに与えら

れる意味 、結婚式における社会的慣習や態度、子供の誕生と洗礼のお祝い

に関する社会・宗教的慣例、出来事の種類による衣服の選択に関する慣例と

態度 ／ FC 宴会やパーティーにおける少数民族や宗教的少数派の社会的伝

統的な慣例、重要な記念日、異なる社会集団に関係する記念行事、文化や科

学の分野の著名人の生誕日や亡くなった日を記念すること、およびマスメデ

ィアでの反映、結婚記念日を祝う事への社会的慣例と態度]
3.5.3.  セレモニーと葬儀の儀式

      [FA 喪の概念（愛する者を失うことによる悲しみや悲嘆の象徴として伝統的

に黒い色に与えられる意味）／ FP お悔やみを言うという概念（お悔やみを

言うときの形式や慣例）、葬儀における社会的慣例や態度 ／ FC お通夜の

概念（特定の社会的地区や田舎における死者へのお通夜の伝統がまだ生きて

いること 、実際に行われる埋葬のタイプ、信仰の深さや関わる人々の年齢

によって市町村にておこなわれる服喪や死に関する意味や信念]
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料理レストランのタイプ ／ FP スペインに設置されている外国施設のタイ

プ、都市の大きさや地理的な地区によってしばしば遭遇する外国の文化サー

ビスのタイプ、外国語の知識や外国語での教育にあたえられる意味、移民に

よって共生する他の文化についてのステレオタイプを打ち破る段階 ／ FC 
スペインの外国や少数民族の産物の人気に影響を与えた要因、外国人コミュ

ニティの存在が目立つ地域や街における出身国のマーケットや流通形態の

再現、外国の文化的な生産物の消費をめぐる社会的な態度、そして日頃の消

費においてこれらの態度がこなれてくるレベル、スペインの商業施設におい

てもっとも要望がある外国産の食品、外国人とスペイン語でコミュニケーシ

ョンする際のエラーへの許容度(エラーのタイプ別)] 

3.5.  祭り、儀式、祝典      
3.5.1.  祝祭

      [FA おもな祝祭 ／ FP 宗教的起源を持つ祭り、世俗の祭り、守護聖人の祭

の準備や祭りを楽しむことに関する社会的慣習と態度、国内で観光的に関心

を持たれているとされる祝祭 ／ FC 村や街の守護聖人の祭でよくおこなわ

れる活動、守護聖人の祭や民間の祭と関係する団体やグループ 守護聖人の

祭に与えられる意味

3.5.2.  式典と記念イベント

      [FA 誕生日を祝うことについての社会的慣例や態度 ／ FP 聖人の日のお祝

いの概念 地理的な地域や家族的伝統によって聖人の日を祝うことに与えら

れる意味 、結婚式における社会的慣習や態度、子供の誕生と洗礼のお祝い

に関する社会・宗教的慣例、出来事の種類による衣服の選択に関する慣例と

態度 ／ FC 宴会やパーティーにおける少数民族や宗教的少数派の社会的伝

統的な慣例、重要な記念日、異なる社会集団に関係する記念行事、文化や科

学の分野の著名人の生誕日や亡くなった日を記念すること、およびマスメデ

ィアでの反映、結婚記念日を祝う事への社会的慣例と態度]
3.5.3.  セレモニーと葬儀の儀式

      [FA 喪の概念（愛する者を失うことによる悲しみや悲嘆の象徴として伝統的

に黒い色に与えられる意味）／ FP お悔やみを言うという概念（お悔やみを

言うときの形式や慣例）、葬儀における社会的慣例や態度 ／ FC お通夜の

概念（特定の社会的地区や田舎における死者へのお通夜の伝統がまだ生きて

いること 、実際に行われる埋葬のタイプ、信仰の深さや関わる人々の年齢

によって市町村にておこなわれる服喪や死に関する意味や信念]
 
  

 
注 

1)  CEFR 日本語版第 2 章 pp.9-10 によると、一般的能力(general competences)
は、「言語特有の能力ではなく、言語活動も含めた全ての種類の行為に際して

働く能力である」と述べられている。 
2)  具体例が特に挙げられていない項目もある。 
3)  書籍版 PCIC の A 巻 pp.399-400 を参照。 
4） Instituto Cervantes (2007) A, B, C 各巻の 11. Saberes y comportamientos 

socioculturales の目録が今回の対象である。 
5)  Asistencia en carretera が正しい表記で、ネット版の carreter は誤記。 
6)  Beneficios de los que gozan ...が正しい表記で、ネット版の goazan は誤記。  
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活動報告

講演会・研究会開催報告 
 

ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻 人見 明宏 
 
平成 27 年度、高等言語教育研究所により実施した講演会並びに研究会は以下のとおりであ
る。 
 
1. 平成 27年度講演会 
日 時：2015年 11月 30日（月）16:10-17:40（5限） 
会 場：S201教室 
演 題：コピュラ文のいろいろ 
講 師：金水 敏（大阪大学教授） 
講演概要：「ぼくはウナギだ」「お姉さんは男の子ね」 

———これらは一体、どんな意味になるのか、分かりますか？ 
「吾輩は猫である」「明日が締め切りだ」など、文末の述語が「名詞＋｛だ / です / で
ある｝」のような形を取る文を、「コピュラ文」と呼ぶことにします。「だ  / です / である」
等の、いわゆる「断定」の形式を “コピュラ” と呼ぶからです。英語であれば “I am a 
cat.” “Tomorrow is the deadline.” など、A is Bの形を取る文に相当する場合が多
いのですが、英語に直訳できないタイプの文もあります。日本語では、コピュラ文

にさまざまなヴァリエーションがあり、冒頭に掲げたような、英語にはない不思議な

文も普通に使われているのです。この講演では、日本語のコピュラ文を意味と構

文の面から分類し、その不思議を解明していきます。その際、キーとなるのが  “集
合” という概念です。この概念の適用を拡げていくと、いままで気づかれていなか
った日本語文法のさまざまな性質が見えてくることが分かります。 

参加者数：170名 
 
2. 言語教育研究会 
2-1. 第 18回 
日 時：2015年 8月 7日（金）13:30-17:20 
会 場：H201教室 
司 会：人見 明宏 
参加者数：17名 
発表者および発表タイトル 
(1) 秋田 貴美子（外国語学部国際関係学科） 

「A Challenge of Imagined English Education in Japan:  
Should English be taught as skills or knowledge or both?」 

(2) セルヒオ・ネリ（グローバル人材育成推進室） 
「Teaching Subjects Related to Cultural and Global Studies in iCoToBa」 
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(3) 宮谷 敦美（外国語学部国際関係学科） 
坂本 ファーン（グローバル人材育成推進室） 
「多言語による PBL授業の可能性 
－『あいちものづくり・学生共同プロジェクト』の教育実践から－」 

(4) 黒野 敦子（本学非常勤講師） 
苅谷 太佳子（本学非常勤講師） 
「『プロジェクトワーク』の実践報告 －『つなぐ』ことを目指した授業」 

 
2-2. 第 19回 
日 時：2016年 2月 15日（月）13:00-16:10 
会 場：H202教室 
司 会：人見 明宏 
参加者数：21名 
発表者および発表タイトル 
(1) 武田 太一（本学非常勤講師） 

亀井 伸孝（外国語学部国際関係学科） 
「語学科目『日本手話』導入の達成と課題」 

(2) 大門 正幸（本学非常勤講師） 
「プレゼンテーション力向上を目指した授業に関する実践報告」 

(3) 岡本 直樹（外国語学部英米学科 4年） 
「英語の現在完了形－過去を表す定時間表現との共起現象－」 

(4) 学生自主学習会報告（高等言語教育研究所からの助成に関する報告） 
・ポルトガル語研究会 木戸 志緒子（外国語学部国際関係学科 3年） 
・英文法研究会 岡本 直樹（外国語学部英米学科 4年） 
・MAG翻訳研究会 上手 結有希（外国語学部国際関係学科 2年） 

 花井 万里奈（外国語学部ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 2年） 
(5) 宮谷 敦美（外国語学部国際関係学科） 

「報告『国際基準の大学教育改革－日本・オーストラリア・アメリカの学生調査からわかるこ

と』」（高等言語教育研究所派遣出張報告） 
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(3) 宮谷 敦美（外国語学部国際関係学科） 
坂本 ファーン（グローバル人材育成推進室） 
「多言語による PBL授業の可能性 
－『あいちものづくり・学生共同プロジェクト』の教育実践から－」 

(4) 黒野 敦子（本学非常勤講師） 
苅谷 太佳子（本学非常勤講師） 
「『プロジェクトワーク』の実践報告 －『つなぐ』ことを目指した授業」 

 
2-2. 第 19回 
日 時：2016年 2月 15日（月）13:00-16:10 
会 場：H202教室 
司 会：人見 明宏 
参加者数：21名 
発表者および発表タイトル 
(1) 武田 太一（本学非常勤講師） 

亀井 伸孝（外国語学部国際関係学科） 
「語学科目『日本手話』導入の達成と課題」 

(2) 大門 正幸（本学非常勤講師） 
「プレゼンテーション力向上を目指した授業に関する実践報告」 

(3) 岡本 直樹（外国語学部英米学科 4年） 
「英語の現在完了形－過去を表す定時間表現との共起現象－」 

(4) 学生自主学習会報告（高等言語教育研究所からの助成に関する報告） 
・ポルトガル語研究会 木戸 志緒子（外国語学部国際関係学科 3年） 
・英文法研究会 岡本 直樹（外国語学部英米学科 4年） 
・MAG翻訳研究会 上手 結有希（外国語学部国際関係学科 2年） 

 花井 万里奈（外国語学部ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 2年） 
(5) 宮谷 敦美（外国語学部国際関係学科） 

「報告『国際基準の大学教育改革－日本・オーストラリア・アメリカの学生調査からわかるこ

と』」（高等言語教育研究所派遣出張報告） 

活動報告

第８回多言語競演レシテーション大会

英米学科 エレノア・ロビンソン山口

ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 佐藤 久美子

国際関係学科 東 弘子

「多言語競演レシテーション大会」は、本学が独立行政法人化した 年に、高等言語教育

研究所主催の行事として開催され、その後、本学における外国語教育活動の成果を披露する場

の一つとして、毎年大学祭期間中に開かれている。

本年度も、大学祭二日目の 月 日（土）に 教室で開催された。この催しは、学生が

本学で学習中の外国語（留学生の場合は日本語）で文学作品などの一部を暗唱し、学習年数に

より 部に分かれてパフォーマンスを競い合い、聴衆による投票、および審査委員会による協

議で優秀者が選ばれるものである。今年度は、第 部（学習 年目の履修者）に 組、第 部

（学習 年目以上の履修者）に 組、計 組が参加した。当日は、午前 時半に吉池孝一外

国語学部長の挨拶で幕が開き、開会直前に行われたくじ引きにより以下の順でレシテーション

が披露された。

【第 部】

カタルーニャ語 上野 瑞穂（ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻２年）

演題 ）

パウ・カザルス、国連平和賞受賞時の国連での演説 ）

スペイン語 岡本 奈美佳（ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻１年）

演題

（カスティーリャ語 ～言葉は正しく使いましょう～）

中国語 金 雪晶、松田 亮輔、渡邉 香穂（中国学科１年）

演題 东郭先生与狼（東郭先生と狼）

日本手話 佐藤 遥、ハシム・アナスタシャ・ウランダリ（国際関係学科３年）

演題 手話漫才「大学とろう者」

フランス語 王 静雪、深谷 有美、古橋 葵、星 美月

（ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻１年）

演題 （星の王子さま）

【第 部】

フランス語 大島 なつみ、小澤 茉季、尾関 萌衣、花井 万里奈

（ヨーロッパ学科 フランス語圏専攻２年）

演題 （私たちのところの言葉）

ドイツ語 水野 星来（ヨーロッパ学科 ドイツ語圏専攻２年）

演題 Aus „Ansprache des Bundespräsidenten zum 40. Jahrestag der Beendigung 

des Zweiten Weltkriegs“（ヴァイズゼッカー大統領「第 次世界大戦終戦

周年演説」から）



124

英語 森平 和貴（国際関係学科 年）

岡本 慧、曽我 佳帆、吉村 美弥（同 年）

演題 （最後の講義）

英語 岩田 清佳、河田 愛梨、島袋 ライサミカ（英米学科 年）

演題 ジャックの建てた家

ポルトガル語 小原 芽惟（ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻２年）

演題 （イパネマの娘）

英語 奥村 春美（英米学科２年）

演題 （仏教について英語で話そう）

【自由演目】

ポルトガル語： 小原 芽惟（ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻２年）

演題：

（ボサノバを歌ってブラジルを感じよう！）

以上の発表に引き続き、投票が行われた。第 部で 名、第 部で 名の投票があり、以

下のとおり最優秀賞と優秀賞が決定した。

【受賞者】

第 部 ■最優秀賞 スペイン語：岡本 奈美佳（スペイン語圏専攻１年）

■優秀賞 日本手話：佐藤 遥、ハシム・アナスタシャ・ウランダリ

（国際関係学科３年）

第 部 ■最優秀賞 英語：岩田 清佳、河田 愛梨、島袋 ライサミカ（英米学科 年）

■優秀賞 ポルトガル語：小原 芽惟（スペイン語圏専攻２年）

さらに、審査委員による協議の結果、以下のとおり特別賞が決定した。

■学長賞 英語：森平 和貴（国際関係学科１年）

岡本 慧、曽我 佳帆、吉村 美弥（同 年）

■学部長賞 中国語：金 雪晶、松田 亮輔、渡邉 香穂（中国学科１年）

結果発表と表彰のあと、鎌倉やよい副学長から講評をいただき、今大会もつつがなく幕を閉

じた。以下、受賞した皆さんの喜びの声を紹介する。
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第 部

■最優秀賞 スペイン語

岡本 奈美佳 （スペイン語圏専攻１年）

第１部

■優秀賞 日本手話

佐藤 遥、ハシム・アナスタシャ・ウランダリ（国際関係学科３年）

レシテーション大会に向けて練習を始めたばかりの

頃は、暗唱することで頭がいっぱいになってしまい

「人に伝える」ことが全く出来ていませんでした。そ

んな時、いきなりスペイン語で練習するのではなく最

初に日本語の意味、どんな気持ちで話すのかを理解し

てやると良いというアドバイスをいただき、徐々に抑

揚をつけ、ジェスチャーを交えて話せるようになりま

した。その結果、すばらしい賞をいただけて本当に嬉

しかったです。この経験は私にとってとても良い経験

になっただけではなく自信にもなりました。今回の経

験で学んだことを活かして今後もスペイン語の勉強に

励んでいきたいと思います。

今回は、「手話漫才：ろう者と大学生」で優秀賞を

いただく事ができ、大変嬉しく思っています。

最初は授業で学んだ日本手話の楽しさや魅力を皆に

伝えたい、とレシテーションの参加を決意しました

が、大会に向けた練習を通し、日本手話の楽しさに改

めて気づき、ますます日本手話を勉強したいと思いま

した。 ハシム

今年度、初めて愛知県立大学で、日本手話の講義が

開講されましたが、今大会を通してまたひとつ、日本

手話の存在を校内にアピールできたのではないかと、

思います。音のない世界で生きる言葉、国内にも言語

の多様性があることを、今一度多くの人々に気づいて

もらえたのなら、嬉しいです。（佐藤）

英語 森平 和貴（国際関係学科 年）

岡本 慧、曽我 佳帆、吉村 美弥（同 年）

演題 （最後の講義）

英語 岩田 清佳、河田 愛梨、島袋 ライサミカ（英米学科 年）

演題 ジャックの建てた家

ポルトガル語 小原 芽惟（ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻２年）

演題 （イパネマの娘）

英語 奥村 春美（英米学科２年）

演題 （仏教について英語で話そう）

【自由演目】

ポルトガル語： 小原 芽惟（ヨーロッパ学科 スペイン語圏専攻２年）

演題：

（ボサノバを歌ってブラジルを感じよう！）

以上の発表に引き続き、投票が行われた。第 部で 名、第 部で 名の投票があり、以

下のとおり最優秀賞と優秀賞が決定した。

【受賞者】

第 部 ■最優秀賞 スペイン語：岡本 奈美佳（スペイン語圏専攻１年）

■優秀賞 日本手話：佐藤 遥、ハシム・アナスタシャ・ウランダリ

（国際関係学科３年）

第 部 ■最優秀賞 英語：岩田 清佳、河田 愛梨、島袋 ライサミカ（英米学科 年）

■優秀賞 ポルトガル語：小原 芽惟（スペイン語圏専攻２年）

さらに、審査委員による協議の結果、以下のとおり特別賞が決定した。

■学長賞 英語：森平 和貴（国際関係学科１年）

岡本 慧、曽我 佳帆、吉村 美弥（同 年）

■学部長賞 中国語：金 雪晶、松田 亮輔、渡邉 香穂（中国学科１年）

結果発表と表彰のあと、鎌倉やよい副学長から講評をいただき、今大会もつつがなく幕を閉

じた。以下、受賞した皆さんの喜びの声を紹介する。



126

第２部

■最優秀賞 英語

岩田 清佳、河田 愛梨、島袋 ライサミカ（英米学科 年）

第２部

■優秀賞 ポルトガル語

小原 芽惟（スペイン語圏専攻２年）

私たち全員にとって、この大会への参加は掛

け替えのない経験となりました。たまたま集

まった三人。練習もまともにできてない状態で

の参加ですから、不安を拭うくらい全力で楽し

みました。賞なんて気にしない。そしたら、ま

さかの！最優秀賞。オムそば食べたままの状態

で臨んだ授賞式。恥ずかしいことこの上ない。

そんな私たちがこのような素晴らしい賞を受賞

することができたのも、ひとえに宮浦先生のお

かげです。

去年に引き続き、今回もポルトガル語での発表の機会

をいただき、嬉しいかぎりです。

今年 年は、日本・ブラジル間において国交が結ば

れてから 年を迎える記念すべき年です。そこで今回

のレシテーションでは、二国間の国交 周年について

簡単に述べ、続いてブラジルのポピュラー音楽であるボ

サノバについて紹介しました。

中でも「イパネマの娘」は、世界でも非常に多くカ

バーされ、愛されている名曲であり、その魅力を多くの

人に伝えたいと思いながら心をこめて暗誦しました。第

二部では後半にその歌詞を暗誦し、その後自由部門で実

際に歌うことで、会場に来ていただいた方々に少しでも

この曲を知ってもらえたのでは、と思います。

とにかく本当に楽しい経験となりました。指導してい

ただいた先生をはじめ、応援してくれた友達や多くの

方々に心より感謝いたします。ありがとうございまし

た。

どんなことをやっても、彼女は私たちを信じ、支えてくれました。最優秀賞は、私のもの

ではありません。一緒に参加した二人と、そして宮浦先生の努力の成果です。私はこんな

仲間を持ったことに、新たな師に出会えたことに深く感謝しています。ありがとう！
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第２部

■最優秀賞 英語

岩田 清佳、河田 愛梨、島袋 ライサミカ（英米学科 年）

第２部

■優秀賞 ポルトガル語

小原 芽惟（スペイン語圏専攻２年）

私たち全員にとって、この大会への参加は掛

け替えのない経験となりました。たまたま集

まった三人。練習もまともにできてない状態で

の参加ですから、不安を拭うくらい全力で楽し

みました。賞なんて気にしない。そしたら、ま

さかの！最優秀賞。オムそば食べたままの状態

で臨んだ授賞式。恥ずかしいことこの上ない。

そんな私たちがこのような素晴らしい賞を受賞

することができたのも、ひとえに宮浦先生のお

かげです。

去年に引き続き、今回もポルトガル語での発表の機会

をいただき、嬉しいかぎりです。

今年 年は、日本・ブラジル間において国交が結ば

れてから 年を迎える記念すべき年です。そこで今回

のレシテーションでは、二国間の国交 周年について

簡単に述べ、続いてブラジルのポピュラー音楽であるボ

サノバについて紹介しました。

中でも「イパネマの娘」は、世界でも非常に多くカ

バーされ、愛されている名曲であり、その魅力を多くの

人に伝えたいと思いながら心をこめて暗誦しました。第

二部では後半にその歌詞を暗誦し、その後自由部門で実

際に歌うことで、会場に来ていただいた方々に少しでも

この曲を知ってもらえたのでは、と思います。

とにかく本当に楽しい経験となりました。指導してい

ただいた先生をはじめ、応援してくれた友達や多くの

方々に心より感謝いたします。ありがとうございまし

た。

どんなことをやっても、彼女は私たちを信じ、支えてくれました。最優秀賞は、私のもの

ではありません。一緒に参加した二人と、そして宮浦先生の努力の成果です。私はこんな

仲間を持ったことに、新たな師に出会えたことに深く感謝しています。ありがとう！

■学長賞 第２部 英語

森平 和貴（国際関係学科１年）、岡本 慧、曽我 佳帆、吉村 美弥（同２年）

■学部長賞 第 部 中国語

金 雪晶、松田 亮輔、渡邉 香穂（中国学科１年）

私は、中国語の発音を良くしたいと

思い、このレシテーション大会に参加

しました。３人で合わせて練習する時

間があまりなく、本番までとても不安

でしたが、最後には中国語を発音する

ことが楽しいと心から思って発表する

ことができました。（渡邉） 
私はこのレシテーションで自分の中

国語の発音を向上させたいという目標

がありました。先生方に勘定の入れ

方、分の区切りなどを教わり、普段な

らできない経験をさせていただきまし

た。そして３人で楽しく発表ができて

よかったです。（金） 
 私は発表で物怖じしないような精神力を身につけようとこのレシテーションに参加し

ました。何度も何度も練習するうちに慣れて発表当日はあまり緊張せず、楽しく演技す

ることができました。先生方、先輩方、本当にありがとうございました。（松田）

今回の大会で私は英語の表現や発音

にとどまらず多くのことを学びまし

た。これからもこの経験を生かし精進

していきたいと考えています。来年の

一年生も多くこの素晴らしい機会に参

加してくれたら良いなと思います。

（森平）

今回の大会において正しい英語の発

音に気付くことができて、良かったと

思います。合間をぬって皆で練習した

過程が楽しくて、参加してよかったな

と思いました。（曽我）

今回のレシテーション大会で客観的に「英語の発音の難点」や「英語の伝えかた」に

ついて見つめ直すことができました。この経験を今後の英語発表に活かし、これからも

精進していきたいと思います。（岡本）

時間の少ない中、秋田先生の熱心な指導の下何度も繰り返し練習をし、クラスの前や

外でも練習をしました。結果はもちろん練習も今では本当にいい思い出です。（吉村）
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【授賞式後の記念撮影】

今大会も多くの参加者と参観者がいらっしゃり、熱気あふれる大会となった。今後も多くの

学生が参加し、レシテーション大会がより盛んになることを願う。

今回も大会資料の準備や受け付け、司会進行、記録映像の撮影などの作業に学生スタッフの

協力があり、円滑な大会運営に資するところがあった。ここにお名前を記して感謝の意を表し

たい。

森 美貴 （大学院国際文化研究科）

岸 稚佳 （大学院情報科学研究科）

上手 結有希 （国際関係学科）

三輪 涼香 （ヨーロッパ学科フランス語圏専攻）

最後に、本大会開催に向けご協力、ご支援をくださった方々にお礼を申し上げたい。ありが

とうございました。

多言語競演レシテーション大会実施要領の概要

 暗唱者は、今年度、本学の外国語の授業（全学共通・外国語科目および外国語学部専門科

目）を受講し、その言語を学習している学生とする。

 第 部と第 部に分けて出場者を募る。第 部には当該言語を学習 年目で当該言語圏に

ヶ月以上滞在したことがない学生が、第 部には学習 年目以上の学生が参加できる。

英語と日本語は第 部のみの募集とする。第 部についてはレシテーション、ショートド

ラマなどから選べる。ただし、歌唱や楽器演奏等は除く。

 歌唱などを伴う演目の上演を希望する場合は、昨年度から導入された『自由演目』にエン

トリーすること。

 第 部と第 部、それぞれ 言語 件を担当教員が選抜する。ただし、英語は 〜 件と

する。規定時間内で 名以上が一つの作品を演じる場合、 件として参加できる。

 件につき暗唱時間は 分（移動、準備、片付けを含め 分）とする。その間、関連する

写真等を投影する。

 聴衆には暗唱内容の和訳と背景等を書いた印刷物を配布する。

 暗唱度、表現力、映像・印刷物の準備度、仲間力等を総合的に評価し、審査する。

（以上、本年度の出場希望者募集用ポスター等に基づく）
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活動報告 英語教育部門

本学英語教育/学習環境の推移をふりかえる 
 

英米学科 宮浦 国江 
 
実のところ、本年度「英語部門活動報告」として寄稿することに躊躇いを覚えていた。外国語

学部のグローバル人材育成推進事業が始まって以来、iCoToBa (多言語学習支援センター)
に英語学習についても活動を集約させてきており、報告者がセンター長を退き本学勤務最終

年ということもあり、特に報告することはないと思われたからである。ただ、去るにあたり『ことば

の世界』第 1号(2008年度末)から読み返してみると、この 8年間に本学英語教育/学習環境が
大きく変化してきたことを改めて実感し、同時に、高等言語教育研究所の閉所とともに積み上

げてきたものの一部が消えてしまうのではないかとの危惧も覚え、ここにこの間の推移を振り返

ることとする。 
 
1. 教養教育英語教育の充実 
(1) 教養英語教育 
・ H21年度からの新大学発足にあわせて、習熟度別クラス設定、CASEC英語統一テストによ
る英語力把握(クラス分け及び「英語B」の成績評価組込み)、外国語学部と他 4学部の別曜日
開講、週 2 回の英語クラスの特徴づけ(A: English for Academic Studies, B: English for 
Interaction)など、全学英語教育体制と呼べる体制ができた。 
・ H25教養教育センター設立に伴い、各外国語は I、IIまでを基本とする中、英語に関しては
従来の「英語 III」に対応するような「World News (Listening Comprehension)」「Issues of Our 
Times (Discussion)」「Introducing Japan (Presentation)」「Expressing Your Ideas (Writing and 
Speaking)」とテーマとスキルが明確な半期 1単位科目を 4科目用意した。H28からいよいよ開
講される。学生がどのような学びを展開するか楽しみである。 
・ 昨年度も報告したように、H26から教養教育センターにネイティブ教員 4 名が所属し、教養
英語教育の強力な推進役となったことは特筆すべき進化である。 

 全学/教養英語クラス数(「英

語 I」「英語 II」「英語 III」) 

うち、ネイティブ教

員担当クラス数 

ネイティブ

教員担当率 

平成 25年度 146 22 15% 

平成 26年度〜 156 95 61% 

学生がネイティブ教員から直接学ぶ機会が増えただけでなく、4 名+教養教育センターが日常
的に情報共有、意見交換しており、graded readersの virtual libraryを活用するなど新たな取り
組みにも積極的に対応できるようになった。 
(2) CASEC英語統一テスト 
・ CASECは H23以降、新入生 4月(「英語 I」クラス分け)、1月(「英語 IB」成績評価の 30%、
「英語 II」クラス分け)、2 年生 1 月(「英語 IIB」成績評価の 30%、到達度測定)の利用が定着し
ている。実施は学務課の全面的協力のもと順調である。毎年『ことばの世界』にCASEC得点を
公表し、特定の目的で学生のCASEC得点を参照したい時の申請書も整備された。ただ、これ
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まで同一受験者集団の成績推移については公表してこなかった。参考までに以下の表を付

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あくまで平均点であり、年度による変動もあるが、おおよその傾向は見える。当然とは言え、英

米学科、国際関係学科のように専攻言語が英語の学科での 2年間の伸びは大きく、他学科の
伸びはゆるやかで中には入学時とほぼ同程度維持や微減のところもある。ただ、最近は上昇

傾向にある。英語力がグローバル時代の必要なスキルと認識されるようになってきているのか

もしれない。情報科学部は入学時得点は他より低いが毎年度入学生は 2 年間で着実な上昇
を示している。学部教育の中で英語論文からの情報収集や海外学会発表など英語力の必要

性が意識されていることが学生のモーティベーションに繋がっていると思われる。 
・今後、学生の専門教育との関係において、また社会人基礎力として、英語学習のモーティベ

ーションを自覚的に高めることが必要であろう。 
・ 本稿末尾に、今年度開示した平成 26年度 1月期、27年度 4月期の統一テストの結果を載
せる。 
(3) 教養・グローバル科目として 
・H19 からスタートした「英語連続セミナー」は 9 年目、H26 新教養教育科目として始まった
「Japan Seen from Outside」は 2年目となった。教養科目の中に 2つの英語で行われる科目が
あり、受講生も多く、活発な活動がなされていることは大学として好ましいことであろう。 
・ 「グローバルな視野とコミュニケーションのための英語連続セミナー IX」は、今年も学内外
の協力を得て多様な分野からゲストスピーカーを迎えることができ、順調に実施された。履修

登録者が 100 名弱であったが、履修登録せず聴講する学生(過去に履修した学生等)や教員
も一定数いた。プログラムは以下の通りである。 

CASEC得点推移 (2009入学生から2015入学生)

2009入学 2015入学

2011.1 2010.4 2010.7 2011.1 2012.1 2011.4 2012.1 2013.1 2012.4 2013.1 2014.1 2013.4 2014.1 2015.1 2014.4 2015.1 2015.4

英米 663 643 657 686 637 659 667 647 654 668 643 678 683 652 677 657

フランス 624 611 613 612 612 599 606 612 607 615 630 607 614 622 609 620 629

スペイン 621 634 629 630 622 622 607 607 618 595 650 617 627 626 631 629 645

ドイツ 621 603 614 606 646 606 638 626 595 625 614 618 605 629 601 617 609

中国 604 595 603 594 603 614 620 620 601 600 600 601 593 603 595 608 596

国際関係 674 609 637 645 622 644 642 618 634 637 629 649 652 622 643 646

国語国文学 589 576 576 576 583 573 570 576 566 563 554 558 560 570 557 567 556

歴史文化 570 568 581 575 570 548 567 571 537 555 564 550 547 550 554 572 562

教育発達 582 579 589 568 580 566 567 567 553 561 552 558 561 560 566 553 576

社会福祉 566 558 568 566 553 550 549 569 546 553 552 564 559 556 559 560 546

看護 547 559 553 541 549 535 537 539 535 530 538 530

情報科学 505 488 503 517 500 479 493 496 473 502 506 481 496 503 484 507 479

2010入学 2011入学 2012入学 2013入学 2014入学
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・ 今年度はペルシャ音楽の実演、X-Gender の話題等初めてのことや、新聞記者海外特派員、
空港業務、通訳、JICA 等英語を活かす仕事の数々について聞く機会を得た。名古屋アメリカ

領事館、英語教育分野など再登場頂いた講師は 3 名であった。今回もゲスト陣のうち、3 名が
本学卒業生であった。キャリア教育としての機能も着実に果たしている。 
・ 今年度も、毎回学生からの積極的な質問が相次いだ。1、2 年目の静まりがちだった頃とは
隔世の感がある。エッセイにも真摯な聴講態度が反映されており、深く受けとめている様子が

窺えた。このような学生の姿勢が、ゲストスピーカーに高く評価されている。ベストエッセイの

 Date Lecturer Title of the Talk 
1 10/5 Coordinators Introduction 
2 10/12 Nahid Nikzad (NHK World 

Radio Japan, Persian Section  
Announcer) 

Persian Poetry through the Ages and Its 
Influence on Persian Music 

3 10/19 Stephen G. Kovacsics (在名古屋

米国領事館首席領事) 
An American’s view of Japan 

4 10/26 Robert Juppe (筑波学院大学教授) The American Joke: Understanding 
Western Humor 

5 11/2 Manuel Medina González (教育

測定研究所) 
Thoughts of a Mexican in Japan 

6 11/9 長田弘己 (中日新聞編集局社会

部) 
It's What I Do: A Newspaper 
Correspondent in New York 

7 11/16 Chris Wyle (崇城大学 SILC 上級

講師) 
Ichi Go Ichi E - One Chance, One 
Encounter - Remembering the 2004 
Tsunami 

8 11/23 吉田ふゆみ (スイスポートジャパ

ン株式会社) 
From Homemaker to Translator: Never 
Too Late to Change Yourself 

9 11/30 Sonja Dale(上智大学他非常勤講

師) 
Introducing X-Gender - Gender and 
Identity in Contemporary Japan 

10 12/7 三須茉莉子 (ドリームスカイ名古

屋空港サービス部) 
Cross-cultural Understanding and 
Human Communication 

11 12/14 牧 寛子 (文部科学省教科書調査

官) 
How I Changed My Teaching Style and 
What I Did for My Students 

12 12/24 加藤美貴子 (通訳・通訳案内士) Working as an Interpreter & a 
Multilingual Tour Guide 

13 1/4 手島 良 (武蔵高等学校中学校教

諭) 
A Way to Improve Your Pronunciation of 
English 

14 1/18 木村真樹子 (国際協力機構 JICA
中部) 

JICA and International Cooperation 

15 1/25 Coordinators Discussion 
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Web 公開とも相まってゲストスピーカーが依頼に対して快諾してくださるケースがほとんどであ
る。 
 
2. カリキュラム外 
(1) iCoToBaのにぎわい 
・ H24 秋のグローバル人材育成推進事業採択に伴い、H24 末に開設された iCoToBa は、報
告者が H19から学内設置を希望してきた ENGLISH SPACE (英語関係の図書や視聴覚教材
等を備え、英語のみで多様な活動を展開する空間)が、他言語も含めて実現した空間であっ
た。関係する諸先生のご尽力により 3 年目の今年は、いつ見ても学生で賑わい、さまざまな活
動が展開されていた。次々年度以降の財源確保が危惧されているが、この貴重な空間を大学

の共有財産として、いつまでも活発な英語学習と交流の場として機能させていってほしい。 
(2) 図書館の多読用図書コーナーの充実 
既に述べた通り、教養英語担当ネイティブ教員が多読を積極的に授業に取り入れ、学生た

ちに読書を促している。現在、図書館の洋書貸出冊数の 95%は多読用図書というまでに多読
用図書がコンスタントに利用されている。 
・ 今後、教養英語を中心に本学の多読用図書読書到達目標を確立し、学生の英語読書習

慣の定着と、英語学習全般の深化を促進していってほしい。 
 (3) レシテーションコンテスト (本所報の当該報告参照) 
・ H21 に第一回開催のレシテーション大会は、毎年学生の熱心な努力と関係教員の尽力に
支えられ、外国語学部の行事として定着した。今年度は、個人的には、英米学科 1 年生グル
ープが早口言葉に挑戦した This is the House That Jack Builtの楽しさが観客に伝わり最優秀
賞に輝いたことが良い思い出となった。 
・ 高等言語教育研究所閉所とともに次年度以降の実施が議論されたが、外国語学部教育成

果の可視化であり、外部へのアピールともなるレシテーション大会を外国語学部の財産として

今後とも持続させていくことを強く希望する。 
 
3. 今後の課題 
・ 第二期中期計画の中で、教養教育英語ネイティブ教員 4 名の雇用が実現し、上述の通り、
本学教養英語は充実してきた。今後の最も大きな課題は、この教養英語の、専門性が高く教

育実践力に優れたネイティブ教員 4 名枠を第三期中期計画でも継続していくことである。その
ためには定量的・定性的調査結果をもって教育効果が上がっていることを明確に示すことが

必要となろう。前進したものを後退させてはならない。 
・ 既に何回か指摘している通り、平成 29 年度以降を見据えれば、グローバル人材育成推進
事業による外国語学部生を主対象としたさまざまな取組と、教養教育センターによる全学部学

生を対象にした英語教育の体系化を連携させ、貴重なリソースを活かしつつ iCoToBa を本学
の外国語学習支援の基地として機能させることが重要であろう。学生目線で考えれば、外国

語の力をもっと付けたいと思ったら、授業にしっかり取り組むことと、iCoToBaに出向く、というシ
ンプルな形が良い。教養英語では、学生がパソコン、タブレット型 PC、スマートフォンでも多読
用図書が読めるバーチャル図書館の利用と、全学生に多読用図書の 2 年生終了時までの到
達目標の設定を一つの軸に一層の体系化を図ってほしい。 
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Web 公開とも相まってゲストスピーカーが依頼に対して快諾してくださるケースがほとんどであ
る。 
 
2. カリキュラム外 
(1) iCoToBaのにぎわい 
・ H24 秋のグローバル人材育成推進事業採択に伴い、H24 末に開設された iCoToBa は、報
告者が H19から学内設置を希望してきた ENGLISH SPACE (英語関係の図書や視聴覚教材
等を備え、英語のみで多様な活動を展開する空間)が、他言語も含めて実現した空間であっ
た。関係する諸先生のご尽力により 3 年目の今年は、いつ見ても学生で賑わい、さまざまな活
動が展開されていた。次々年度以降の財源確保が危惧されているが、この貴重な空間を大学

の共有財産として、いつまでも活発な英語学習と交流の場として機能させていってほしい。 
(2) 図書館の多読用図書コーナーの充実 
既に述べた通り、教養英語担当ネイティブ教員が多読を積極的に授業に取り入れ、学生た

ちに読書を促している。現在、図書館の洋書貸出冊数の 95%は多読用図書というまでに多読
用図書がコンスタントに利用されている。 
・ 今後、教養英語を中心に本学の多読用図書読書到達目標を確立し、学生の英語読書習

慣の定着と、英語学習全般の深化を促進していってほしい。 
 (3) レシテーションコンテスト (本所報の当該報告参照) 
・ H21 に第一回開催のレシテーション大会は、毎年学生の熱心な努力と関係教員の尽力に
支えられ、外国語学部の行事として定着した。今年度は、個人的には、英米学科 1 年生グル
ープが早口言葉に挑戦した This is the House That Jack Builtの楽しさが観客に伝わり最優秀
賞に輝いたことが良い思い出となった。 
・ 高等言語教育研究所閉所とともに次年度以降の実施が議論されたが、外国語学部教育成

果の可視化であり、外部へのアピールともなるレシテーション大会を外国語学部の財産として

今後とも持続させていくことを強く希望する。 
 
3. 今後の課題 
・ 第二期中期計画の中で、教養教育英語ネイティブ教員 4 名の雇用が実現し、上述の通り、
本学教養英語は充実してきた。今後の最も大きな課題は、この教養英語の、専門性が高く教

育実践力に優れたネイティブ教員 4 名枠を第三期中期計画でも継続していくことである。その
ためには定量的・定性的調査結果をもって教育効果が上がっていることを明確に示すことが

必要となろう。前進したものを後退させてはならない。 
・ 既に何回か指摘している通り、平成 29 年度以降を見据えれば、グローバル人材育成推進
事業による外国語学部生を主対象としたさまざまな取組と、教養教育センターによる全学部学

生を対象にした英語教育の体系化を連携させ、貴重なリソースを活かしつつ iCoToBa を本学
の外国語学習支援の基地として機能させることが重要であろう。学生目線で考えれば、外国

語の力をもっと付けたいと思ったら、授業にしっかり取り組むことと、iCoToBaに出向く、というシ
ンプルな形が良い。教養英語では、学生がパソコン、タブレット型 PC、スマートフォンでも多読
用図書が読めるバーチャル図書館の利用と、全学生に多読用図書の 2 年生終了時までの到
達目標の設定を一つの軸に一層の体系化を図ってほしい。 

・ 英語教育成果の可視化としてのレシテーション大会の継続とともに、ライティング力の低下

が懸念される昨今、英文エッセイコンテストのようなものを考えるのも良いことであろう。選考で

優秀作品に選ばれたエッセイの作者は、ファイナリストとして会場でエッセイ朗読をするという

のはどうであろう。 
・ 外国語学部の一層の発展と全学的英語学習/教育の充実を願うものである。 
 
資料 1: 平成 27年 1月 1年生英語統一テスト 結果 
資料 2: 平成 27年 1月 2年生英語統一テスト 結果 
資料 3: 平成 27年 4月 1年生英語統一テスト 結果 
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■愛知県立大学　2015年1月実施（1年生）

受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻

学年 1年 学年 1年

受験者総数 97名 受験者総数 46名

平均点 677.0点 平均点 620.0点

最高点 890点 最高点 795点

受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 44名 受験者総数 51名
平均点 628.8点 平均点 616.9点
最高点 745点 最高点 732点

受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 48名 受験者総数 55名
平均点 607.9点 平均点 643.0点
最高点 750点 最高点 892点

[資料1]　平成27年1月1年生英語統一テスト　結果
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〔資料 1〕平成 27年 1月 1年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2015 年１月実施（１年生）
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 52名 受験者総数 53名
平均点 567.3点 平均点 571.7点
最高点 833点 最高点 736点

受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 42名 受験者総数 54名
平均点 552.7点 平均点 559.6点
最高点 674点 最高点 717点

受験対象者 情報科学科 受験対象者 看護学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 88名 受験者総数 87名
平均点 506.6点 平均点 537.5点
最高点 646点 最高点 702点
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■愛知県立大学　2015年1月実施（2年生）

受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻

学年 2年 学年 2年

受験者総数 99名 受験者総数 47名

平均点 683.3点 平均点 622.1点

最高点 878点 最高点 734点

受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 2年 学年 2年
受験者総数 50名 受験者総数 55名
平均点 626.0点 平均点 628.7点
最高点 819点 最高点 796点

受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 46名 受験者総数 39名
平均点 602.6点 平均点 651.7点
最高点 828点 最高点 928点

[資料2]　平成27年1月2年生英語統一テスト　結果
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〔資料２〕平成27年 1月 2年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2015 年１月実施（２年生）
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 38名 受験者総数 33名
平均点 570.1点 平均点 550.2点
最高点 691点 最高点 672点

受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 2年 学年 2年
受験者総数 39名 受験者総数 49名
平均点 560.5点 平均点 555.8点
最高点 683点 最高点 751点

受験対象者 情報科学科
学年 2年
受験者総数 81名
平均点 502.6点
最高点 670点
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[資料3]　平成27年4月1年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2015年4月実施（1年生）

受験対象者 英米学科 受験対象者 ヨーロッパ学科フランス語圏専攻

学年 1年 学年 1年

受験者総数 99名 受験者総数 45名

平均点 657.2点 平均点 629.2点

最高点 937点 最高点 811点

受験対象者 ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 受験対象者 ヨーロッパ学科ドイツ語圏専攻
学年 1年 学年 1年
受験者総数 46名 受験者総数 49名
平均点 644.7点 平均点 609.3点
最高点 817点 最高点 741点

受験対象者 中国学科 受験対象者 国際関係学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 49名 受験者総数 60名
平均点 595.7点 平均点 646.3点
最高点 744点 最高点 860点
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〔資料３〕平成27年 4月 1年生英語統一テスト　結果
■愛知県立大学　2015 年４月実施（１年生）
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受験対象者 国語国文学科 受験対象者 歴史文化学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 56名 受験者総数 54名
平均点 555.8点 平均点 562.3点
最高点 703点 最高点 714点

受験対象者 教育発達学科 受験対象者 社会福祉学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 44名 受験者総数 54名
平均点 575.9点 平均点 546.0点
最高点 730点 最高点 676点

受験対象者 情報科学科 受験対象者 看護学科
学年 1年 学年 1年
受験者総数 90名 受験者総数 89名
平均点 479.4点 平均点 529.8点
最高点 658点 最高点 717点
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活動報告 日本語教育部門 

留学生を対象とした日本語指導の現状と課題 
 

国際関係学科 宮谷 敦美 
 
本報告では、2015 年度に開講された留学生を対象とした日本語科目と学修指導をめぐる

課題について述べる。 
 
1. 2015年度開講日本語科目 
本学の日本語科目は、教養教育科目として開講されている学部留学生対象の日本語科目

と、交換留学生のみが履修する「学術交流協定大学留学生対象科目」の2種類がある。学術
交流協定大学留学生対象科目は、2012年度から交換留学生の受入拡大に対応すべく整備
が進められ、2014年度後期から開講されたものである。これらは教育支援センターが設置す
る「学術交流協定大学留学生対象科目小委員会」で教務内容を審議し、履修手続きやクラス

コーディネートについては、国際交流室が担当している。 
 
2. 授業内容および教室活動について 
2.1. 学部留学生対象日本語科目 
学部留学生を対象とする科目は、2014年度より教養教育外国語科目が改定され、「日本語

Ⅰ、Ⅱ」となった。1 年次（日本語Ⅰ）に大学での生活全般に必要な日本語能力と学修に必要
な書きことばの基礎力を身につけること、2 年次（日本語Ⅱ）にレポート作成、発表・討論技術
を養成することを目的としている。 
旧カリ対応の日本語Ⅲ（3 年次以降）では、卒論の準備として要約などの練習も取り入れて

いる。授業では、文章を学生が吟味する「ピア・レスポンス」の手法なども取り入れ、推敲能力

など、大学生に求められる論理的思考の訓練も行なっている。これらの授業を履修している学

生は学部留学生が中心であるが、日本語能力が上級（N2 合格相当以上）の交換留学生も履
修している。このほか留学生対象科目として、「日本の文化」と「日本の社会」が開講されてい

る。開講科目を表 1に示す。 

［表 1 2015年度開講留学生対象教養教育科目］ 
主な対象 授業科目 開講時期 授業内容・目的 
学部 1年 日本語Ⅰ 前・後期 パラグラフ・ライティング能力養成 
学部 1年 日本語Ⅰ 前・後期 大学生活に必要な口頭表現能力養成 
学部 2年 日本語Ⅱ 前・後期 アカデミック・ライティング能力養成 
学部 2年 日本語Ⅱ 前・後期 発表・討論技術の養成 
学部 3年 日本語Ⅲ 前・後期 読解と要約技術の養成 
学部留学生 日本の文化 前期 日本の韻文・文化（文学） 
学部留学生 日本の社会 後期 現代日本社会事情 
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2.2. 学術交流協定大学留学生対象科目 
交換留学生対象の科目は、主として日本語能力を養成することを目的としたものと、主とし

て異文化理解を目的とした科目の2種類に分けられる。レベルは、前期は中級、中上級、上級の 3
レベルに対応、後期は初中級から上級の 4 レベルに対応した編成である。また、教養教育科目が、
主として大学での学修に必要な日本語能力の養成を目的としているのに対して、交換留学生対象

の科目は、日本語の基礎力の強化とともに、学生間のコミュニケーションを中心とした相互理解

を目指したものや、リサーチを基にした日本文化理解など、プロジェクト型の教室活動を多く取

り入れている点に特徴がある。 
交換留学生は、学期始まりにプレイスメントテストを受験し、レベルと本人のニーズに合わせて、

履修するクラスを決定している。開講科目を表 2 に示す。レベルの目安は、初中級が日本語能
力試験（JLPT）N5合格、中級がN4合格、中上級がN3合格、上級がN2合格以上である。 

［表 2 2015年度開講学術交流協定大学留学生対象科目］ 
区

分 
授業科目 開講時期 レベル 授業目的 

日

本

語 
科

目 

総合日本語Ⅰ (4 コマ) 後期 初中級 日本語の基礎を学び、4 技
能についてバランスのとれた

日本語運用能力を養成する 
総合日本語Ⅱ (4 コマ) 前・後期 中級 
総合日本語Ⅲ (3 コマ) 前・後期 中上級 
日本語実践 A 後期 初中～中級 場に応じた適切な言語行動

について理解を深める 日本語実践 B 前期 中~中上級 

日本語文章表現 前・後期 中～上級 
書きことばに関する基礎的

な知識について学び、まとま

った文章が書けるようになる 
語彙・漢字 A 後期 初中～中級 トピックごとに、語彙と表記

方法を体系的に学ぶ 語彙・漢字 B 前期 中~中上級 

異

文

化 
理

解 
科

目 

トピックディスカッション A 後期 中～上級 現代日本の課題について、

データに基づきクラスで討

論を行ない、理解を深める 
トピックディスカッション B 前期 中～上級 

プロジェクトワーク A (2 コマ) 後期 中～上級 調査を計画・実施し、発表に

まとめることを通して、アカデ

ミックな日本語使用を学ぶ プロジェクトワーク B (2 コマ) 前期 中～上級 

Discover Japan 後期 初中級 

地域の産業施設と歴史的建

造物について講義とフィー

ルドワークを行う。講義は英

語で行う 

フィールド演習 A 後期 中～上級 
地域の産業施設と歴史的建

造物について、講義フィー

ルドワークを行う。講義は原

則日本語で行ない、学生は

日本語で発信する 
フィールド演習 B 前期 中～上級 
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2.2. 学術交流協定大学留学生対象科目 
交換留学生対象の科目は、主として日本語能力を養成することを目的としたものと、主とし

て異文化理解を目的とした科目の2種類に分けられる。レベルは、前期は中級、中上級、上級の 3
レベルに対応、後期は初中級から上級の 4 レベルに対応した編成である。また、教養教育科目が、
主として大学での学修に必要な日本語能力の養成を目的としているのに対して、交換留学生対象

の科目は、日本語の基礎力の強化とともに、学生間のコミュニケーションを中心とした相互理解

を目指したものや、リサーチを基にした日本文化理解など、プロジェクト型の教室活動を多く取

り入れている点に特徴がある。 
交換留学生は、学期始まりにプレイスメントテストを受験し、レベルと本人のニーズに合わせて、

履修するクラスを決定している。開講科目を表 2 に示す。レベルの目安は、初中級が日本語能
力試験（JLPT）N5合格、中級がN4合格、中上級がN3合格、上級がN2合格以上である。 

［表 2 2015年度開講学術交流協定大学留学生対象科目］ 
区

分 
授業科目 開講時期 レベル 授業目的 

日

本

語 
科

目 

総合日本語Ⅰ (4 コマ) 後期 初中級 日本語の基礎を学び、4 技
能についてバランスのとれた

日本語運用能力を養成する 
総合日本語Ⅱ (4 コマ) 前・後期 中級 
総合日本語Ⅲ (3 コマ) 前・後期 中上級 
日本語実践 A 後期 初中～中級 場に応じた適切な言語行動

について理解を深める 日本語実践 B 前期 中~中上級 

日本語文章表現 前・後期 中～上級 
書きことばに関する基礎的

な知識について学び、まとま

った文章が書けるようになる 
語彙・漢字 A 後期 初中～中級 トピックごとに、語彙と表記

方法を体系的に学ぶ 語彙・漢字 B 前期 中~中上級 

異

文

化 
理

解 
科

目 

トピックディスカッション A 後期 中～上級 現代日本の課題について、

データに基づきクラスで討

論を行ない、理解を深める 
トピックディスカッション B 前期 中～上級 

プロジェクトワーク A (2 コマ) 後期 中～上級 調査を計画・実施し、発表に

まとめることを通して、アカデ

ミックな日本語使用を学ぶ プロジェクトワーク B (2 コマ) 前期 中～上級 

Discover Japan 後期 初中級 

地域の産業施設と歴史的建

造物について講義とフィー

ルドワークを行う。講義は英

語で行う 

フィールド演習 A 後期 中～上級 
地域の産業施設と歴史的建

造物について、講義フィー

ルドワークを行う。講義は原

則日本語で行ない、学生は

日本語で発信する 
フィールド演習 B 前期 中～上級 

2015 年前期は 28名、後期は 30 名の交換留学生が日本語のクラスを受講した。出身国と人数
を表 3に示す。 

［表 3 交換留学生の出身国・地域と人数］ 
2015年前期 中国 4、韓国 4、台湾 3、ドイツ 4、フランス 2、スペイン 2、メキシコ 5、ペルー

1、ブラジル 2 
2015年後期 中国 4、韓国 7、台湾 5、インドネシア 1、イギリス 1、ドイツ 1、フランス 5、メキ

シコ 4、リトアニア 1、ペルー1 
 
3. 日本語指導および留学生指導に関する改善点と課題 

2014年度と比べ、改善したことおよび課題について、3点述べる。 

①留学生指導に関する情報共有 
留学生指導に必要な情報共有については、日本語科目担当、日本語教員課程担当、国際

交流室教職員が manaba コースを利用して授業記録を共有している。これにより、留学生の
日本語の学習状況だけでなく、彼らの生活状況を把握し、教員と事務員が協力して留学生を

指導することができている。2013 年度までは、メーリングリストを活用していたが、2014 年度か
ら manaba を導入した。2015 年度は、国際交流室との連絡にも活用されるようになり、蓄積さ
れた情報として閲覧することが可能となった。 

②設定レベルより低い学生への対応 
交換留学生の日本語レベルについては、JLPT N5 合格相当を最低ラインとして科目設定

をしている。しかし、実際には毎年ほぼゼロ初級レベルの学生も参加する。このような学生は当

然クラスでの日本語学習に困難を感じており、担当教員も復習課題を課すなどの対応をして

いるが、クラスの進度が遅くなり、他の学生の学習意欲が削がれるといった弊害もでてきている。

これに対応するために、初級レベルの学生サポートを目的に、2014 年度から日本語教育実
習生が中心となり、週3回Active Communicationという名称の補習を行なっているが、十分
な対応であるとは言えない。今後も日本語レベルが低い学生を受け入れるのであれば、初級

クラスの開講は不可欠である。 

③プレイスメントテストと履修指導の実施 
2014年度後期に大幅に交換留学生が増え、留学生の履修指導において混乱があった。こ

の反省を踏まえ、2015 年度は、国際交流室が行うクラスコーディネートの補助として、学術交
流協定大学留学生対象科目小委員会から指名された教員が前・後期 2回のプレイスメン
トテストの作成と実施、クラス分けと履修ガイダンスを担当した。履修手続きの指導は

国際交流室の職員が担当した。2015 年度は履修ガイダンス時に学生のレベルと履修可
能な科目を明示した上で履修指導を行なったため、2014 年度後期のような混乱は起き
なかった。本学の日本語科目の大半は非常勤講師が担当しており、総合日本語のような

チームティーチングによる科目もあるため、履修指導の徹底は、スムーズなクラス運営

にも不可欠である。今後、この体制をどう確立していくかが課題である。 
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活動報告CALL/ICT部門

ICT活用による言語教育支援展望Ⅱ 
 

英米学科  大森 裕實 
 
高等言語教育研究所に「CALL/ICT部門」が設立されて本年度で 7 年目を迎えたものの、残

念ながら、本部門としては最終活動の一年となった。外国語教育に対して、Computer Assisted 
Language Learning（以下CALL）と Information Communication Technology（以下 ICT）
を活用した学習支援がどの程度まで可能となるのか、また、そのためのツールには何が必要な

のかについて継続的に検討を加え、諸活動を行なった。特に、4 年前に外国語学部で始動した
「グローバル人材育成推進事業」の中核となる多言語学習センター（iCoToBa）の活動も本格化
し、特に英語資格/検定支援活動と情報交換及び協調関係を保ちながら、本学における今後の
「CALL/ICT 部門」がグローバル人材育成に積極的に貢献できる側面を考究する年度になった

と総括することができる。 
 
1．CALL & ICT教室の整備計画――本学学務課及び多言語学習センターとの連携 
本学が設置するCALL機能を備えたデジタル方式多目的メディア教室の整備に関して、昨年

度は学術情報課及び学務課が主導する形で、ネットワークの管理一元化を図ったが、実際には、

H204 / H205教室のPC及びシステムの老朽化に伴う不具合の増加が目立つ一年であった。来
年度の更新に向けて助言を行ない、使用効率性の高い CALL&ICT教室の実現を目指す。 
① G202教室（旧 LL30人教室）：PC29台（Win.7）と簡易型CALL“Wingnet”（コンピュー 

タウィング社製）の整備（平成 23年度に改修）。 
② G205教室（旧 LL30人教室）：PC29台（Win.7）と簡易型CALL“Wingnet”［同上］ 
③ H205教室（旧 LL50人教室）：PC50台（Win.7）と PC@LL（内田洋行製CALL）の整備 

（平成 18年度及び平成 22年度に改修）。音声分析ソフト Audacity全卓完備。 
④ H204教室（旧 LL50人教室）：PC50台（Win.VISTA）と PC@LL（内田洋行製CALL） 

の整備（平成 21年度に改修）。音声分析ソフト Praat全卓完備。 
⑤ G204教室（旧 LL30人教室）：PC29台（Win.7）と簡易型CALL“Wingnet”（コンピュー 

タウィング社製）の整備（平成 20年度及び平成 25年度に改修）。ネットワークブート方式 
（Panasonic OSV-VHD boot）を採用し、OS一元管理が可能なサーバー機能の向上。 

⑥ iCoToBa（多言語学習センター）：PC14台（Win.7）/ 貸出し Laptop PC 5台（Win.7）/  
iPad 10台と ALC NetAcademy及び Rosetta World（Rosetta Stone社製）の整備 
グローバル人材育成推進事業 

上掲①～⑤の CALL 教室 5 室の管理・運営に関しては、学務課担当者と本部門との緊密な
意見交換のもと、円滑に行なわれており、本年 7－9 月には CALL 機種選定検討会も開催され
た。また、⑥に記載した多言語学習センターは別運用であるため、iCoToBaと連携した自律的外
国語学習活動については協調関係を維持して、実施計画を立案する必要がある。特に、平成28
年度末をもっていったん終了する「グローバル人材育成事業」により活性化した自律型学習支援

をどのように継続・発展させるのかについて、今後綿密な検討を要す。 
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2．ICT活性化の観点からの研究発表及びワークショップ――関連学会との連携と社会的貢献 
本部門は過去 6ヶ年度（2009‐2014）にわたり、大学英語教育学会（JACET）の ICT調

査特別委員会の活動と連携して、本研究所員である Pope 教授、Watts 准教授、Cumming
准教授、Robinson講師がいずれも本報告者と共同で研究発表を行ない、「JACET第 2回英
語教育セミナー」（2014.12.6）においては、Panasonic 社及び HOYA 社と連携して、CALL 最
新機種を利用したワークショップを企画・実施した。本年度は、「第31回JACET中部支部大会」
（2015.6.20）において、袖川裕美准教授とともに、メディアによる同時通訳が英語学習者の熟達
に及ぼす影響（大学英語教育への応用可能性）を視野に含めたパネルディスカッションを試みた

――これらは本部門の学界及び一般社会に対する社会的貢献の一環として位置づけられる。 
 
3. CALL教室を利用した学生自主学習のススメ――語学試験対策としてのH205教室の運営 
本年度は iCoToBa（多言語学習センター）の活動が定着してきたため、従来本部門が専一に

担ってきた「語学試験（TOEFL/TOEIC/IELTS）受験のための学生自主学習」は実施を見送っ
た。ただし、本報告者は外国語学部の TOEIC 成績データを分析し、愛知県立大学外国語学部
英語教育 FDにおいて「TOEIC®成績の現状と課題 2015」という報告を行なった（2016.2.8）。 
 
4. 本学学生のニーズに適合した視聴覚教材の開発――音声学実験実習室との連携 
本学部が所管する「音声学実験実習室」では“スピーチ・クリニック”を開設して、外国語（特に

英語）の発音の不得意な学生やNative Speakerの自然な発音に近づきたい学生を対象とする
発音矯正を課程外教育として実施しており、学長特別枠教育用資器材経費助成を受給して、PC 
5 台（Win.8 対応）を入れ替えるとともに、音声分析 Multi Speech Model 3700→5298 及び
GlobalVoice CALL（HOYA音声ソリューション事業部製）を Version Up再導入し、リニューア
ルを図った――後者ソフトの特徴は、従来型の開発メーカー既製の例文ではなく、自由なコンテ

ンツを即応的に加工できる tailor-made program にあり、音声波形、口形、口腔内図、発音評

価（アクセント・イントネーション・タイミング）を利用して、自律的学習を促すことができる点にある。

今後いっそうの有機的活用が期待される。 
 
5. 今後の展望 
最近の言語教育において、アクティブ・ラーニング（Active Learning）と CLIL（Content and 

Language Integrated Learning）が脚光を浴びている。こうした動向は外国語教育に密接に関
連する ICT教育の将来を考えるうえでも重要であり、旧来の教室環境で利用する閉鎖型 CALL
から、学生が on demand で自由に活用できる開放型 CALL への移行――NBLT（Network 
-Based Language Teaching）の推進が急務であることを示唆している。その意味では、本学情
報科学部に 2015年度から設置された Active Learning教室（超狭額縁デザインの高鮮明 36
面マルチビジョンを 40台学生PCとHDMIケーブルで接続し、1テーブル PC8台分を一体化
したラジアルポールを 5 基設置）は、5 グループが同時にそれぞれ異なる情報を共有し、異なる
プレゼンテーションの実行を可能にした。単一授業における多元的協調学習の活性化を導く支

援科学技術の開発が手の届くところまできている。平成28年度から新たに開設される「通訳翻訳
研究所」（Institute of Interpreting & Translation）の活動もそれを射程に含めたものである。 
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2．ICT活性化の観点からの研究発表及びワークショップ――関連学会との連携と社会的貢献 
本部門は過去 6ヶ年度（2009‐2014）にわたり、大学英語教育学会（JACET）の ICT調

査特別委員会の活動と連携して、本研究所員である Pope 教授、Watts 准教授、Cumming
准教授、Robinson講師がいずれも本報告者と共同で研究発表を行ない、「JACET第 2回英
語教育セミナー」（2014.12.6）においては、Panasonic 社及び HOYA 社と連携して、CALL 最
新機種を利用したワークショップを企画・実施した。本年度は、「第31回JACET中部支部大会」
（2015.6.20）において、袖川裕美准教授とともに、メディアによる同時通訳が英語学習者の熟達
に及ぼす影響（大学英語教育への応用可能性）を視野に含めたパネルディスカッションを試みた

――これらは本部門の学界及び一般社会に対する社会的貢献の一環として位置づけられる。 
 
3. CALL教室を利用した学生自主学習のススメ――語学試験対策としてのH205教室の運営 
本年度は iCoToBa（多言語学習センター）の活動が定着してきたため、従来本部門が専一に

担ってきた「語学試験（TOEFL/TOEIC/IELTS）受験のための学生自主学習」は実施を見送っ
た。ただし、本報告者は外国語学部の TOEIC 成績データを分析し、愛知県立大学外国語学部
英語教育 FDにおいて「TOEIC®成績の現状と課題 2015」という報告を行なった（2016.2.8）。 
 
4. 本学学生のニーズに適合した視聴覚教材の開発――音声学実験実習室との連携 
本学部が所管する「音声学実験実習室」では“スピーチ・クリニック”を開設して、外国語（特に

英語）の発音の不得意な学生やNative Speakerの自然な発音に近づきたい学生を対象とする
発音矯正を課程外教育として実施しており、学長特別枠教育用資器材経費助成を受給して、PC 
5 台（Win.8 対応）を入れ替えるとともに、音声分析 Multi Speech Model 3700→5298 及び
GlobalVoice CALL（HOYA音声ソリューション事業部製）を Version Up再導入し、リニューア
ルを図った――後者ソフトの特徴は、従来型の開発メーカー既製の例文ではなく、自由なコンテ

ンツを即応的に加工できる tailor-made program にあり、音声波形、口形、口腔内図、発音評

価（アクセント・イントネーション・タイミング）を利用して、自律的学習を促すことができる点にある。

今後いっそうの有機的活用が期待される。 
 
5. 今後の展望 
最近の言語教育において、アクティブ・ラーニング（Active Learning）と CLIL（Content and 

Language Integrated Learning）が脚光を浴びている。こうした動向は外国語教育に密接に関
連する ICT教育の将来を考えるうえでも重要であり、旧来の教室環境で利用する閉鎖型 CALL
から、学生が on demand で自由に活用できる開放型 CALL への移行――NBLT（Network 
-Based Language Teaching）の推進が急務であることを示唆している。その意味では、本学情
報科学部に 2015年度から設置された Active Learning教室（超狭額縁デザインの高鮮明 36
面マルチビジョンを 40台学生PCとHDMIケーブルで接続し、1テーブル PC8台分を一体化
したラジアルポールを 5 基設置）は、5 グループが同時にそれぞれ異なる情報を共有し、異なる
プレゼンテーションの実行を可能にした。単一授業における多元的協調学習の活性化を導く支

援科学技術の開発が手の届くところまできている。平成28年度から新たに開設される「通訳翻訳
研究所」（Institute of Interpreting & Translation）の活動もそれを射程に含めたものである。 

活動報告 

外国語授業改善研修会 
 

１．英米学科 英語担当者の集い

英米学科 エレノア・ロビンソン山口

・専攻英語科目担当者の集い

日時 2016年 2月 10日（水）10:00~12:00
場所   E304 会議室

内容 「 」 「 」 「 」

「 」 「研究購読」などの専攻言語科目の英語指導を担当する専任

教員及び非常勤講師が参集し、授業でアセスメント、テキスト・リソース、コンテンツ等

についての問題点や改善すべき点、様々な面から意見交換を行った。

・全学英語担当者の集い

日時：2016年 2月 10日（水）13:30~15:30
場所： E304 会議室

内容： 英語 、英語 等の外国語科目の英語を担当する専任教員及び非常勤講師が集ま

り、アセスメントやリーディング、テキストやリスニングとスピーキング、そしてコンテ

ンツとライティングについて三つのグループに分かれて話し合い、意見交換を行った。

 
 
 
２． 国際関係学科 英語担当者意見交換会 

国際関係学科 鵜殿 悦子 
日時： （１） 2015年 12月 17日（木） 15:10~17:30 
    （２） 2016年  1月 20日（水） 15:30~17:00 
場所：国際関係学科共同研究室 （E302） 
出席者： 

(1) 非常勤講師  ヤクセリ、トマス、大門（正）、大門（樹）、宮崎、宮浦 
   国際関係学科 ポープ、秋田、福岡、鵜殿 

 (2) 非常勤講師 チェインバーズ、イスマイル 
国際関係学科 ポープ、秋田、鵜殿 

 
話し合いの内容： 
・2016年度から新たに開講する授業について説明した。 
・2014年度から始まった新カリキュラムがうまく機能しているかどうかを確認した。 
・今年度の専門英語科目の授業について各教員が報告し、質疑応答を行った。 
・e-Learningを授業に取り入れる際の良い点、問題になる点などについて意見交換した。 
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・来年度の授業について、科目ごとに分かれて、話し合った。授業内容、テキストの選択、テ

キストや副教材の使い方、授業時間配分、学生への対応など様々な課題について意見交換

した。 
 
 
 
３．スペイン語科目担当者会議 

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美 
 
今年度も高等言語教育研究所の事業としてスペイン語科目の担当者会議を開催した。担

当者として招集をかけたのは①本学のスペイン語圏専攻専門科目のうち 1 年生および 2 年
生の専攻言語科目 (ネイティブ教員の担当科目については 3 年生科目も含む) の担当教
員、もしくは②全学共通科目スペイン語の担当教員である。①②共に本学の専任教員およ

び非常勤講師で構成されている。例年と同じく、12 月に非常勤講師の方々への開催予告を
おこない、後期の授業が終了した翌年 2月 16日(火)の午前中(10:00-12:00)に ①専門科目
スペイン語の会合を、午後(13:00-15:00)に ②全学共通科目スペイン語の会合を持った。 
今年度の授業についての報告や反省をまずおこない、問題点や改善を要する点を洗い出

した。また、学生の受講状況や評価の適正さ、使用テキストの内容など様々な問題について

意見交換をおこなった。 
日頃の連絡にはメールを利用し、同じ曜日の担当者とは直接話し合いもしているが、関係

する教員が一同に会する機会を日頃簡単には持てないので、年に一度とは言え、この意見

交換会は本学のスペイン語教育の質の向上に必要不可欠な催しとなっている。非常勤の先

生方は全員来年度も授業をご担当いただくので、より一層のご理解とご協力を要請した。 
 
 
 
 
４．ポルトガル語科目意見交換会

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 渡会 環

日時：2016年 2月 1日（月）13:00~16:30
場所：

参加者： 非常勤講師 宮坂へジーナ、久保原信司

スペイン語圏専攻 渡会環

国際関係学科 髙阪香津美

内容：それぞれの授業内容を報告したのち、すべてのクラスに共通する目標を設定し、その

目標を達成するための教育的工夫について意見交換を行った。また、今後は授業間の横の

つながりを一層図っていくこととし、来年度はまず、ポルトガル語Ⅱの会話と文法のクラスで

指定されたテーマについての調査（文法クラス）と発表（会話クラス）をする活動をとりいれるこ

とを決めた。
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・来年度の授業について、科目ごとに分かれて、話し合った。授業内容、テキストの選択、テ

キストや副教材の使い方、授業時間配分、学生への対応など様々な課題について意見交換

した。 
 
 
 
３．スペイン語科目担当者会議 

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 江澤 照美 
 
今年度も高等言語教育研究所の事業としてスペイン語科目の担当者会議を開催した。担

当者として招集をかけたのは①本学のスペイン語圏専攻専門科目のうち 1 年生および 2 年
生の専攻言語科目 (ネイティブ教員の担当科目については 3 年生科目も含む) の担当教
員、もしくは②全学共通科目スペイン語の担当教員である。①②共に本学の専任教員およ

び非常勤講師で構成されている。例年と同じく、12 月に非常勤講師の方々への開催予告を
おこない、後期の授業が終了した翌年 2月 16日(火)の午前中(10:00-12:00)に ①専門科目
スペイン語の会合を、午後(13:00-15:00)に ②全学共通科目スペイン語の会合を持った。 
今年度の授業についての報告や反省をまずおこない、問題点や改善を要する点を洗い出

した。また、学生の受講状況や評価の適正さ、使用テキストの内容など様々な問題について

意見交換をおこなった。 
日頃の連絡にはメールを利用し、同じ曜日の担当者とは直接話し合いもしているが、関係

する教員が一同に会する機会を日頃簡単には持てないので、年に一度とは言え、この意見

交換会は本学のスペイン語教育の質の向上に必要不可欠な催しとなっている。非常勤の先

生方は全員来年度も授業をご担当いただくので、より一層のご理解とご協力を要請した。 
 
 
 
 
４．ポルトガル語科目意見交換会

ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻 渡会 環

日時：2016年 2月 1日（月）13:00~16:30
場所：

参加者： 非常勤講師 宮坂へジーナ、久保原信司

スペイン語圏専攻 渡会環

国際関係学科 髙阪香津美

内容：それぞれの授業内容を報告したのち、すべてのクラスに共通する目標を設定し、その

目標を達成するための教育的工夫について意見交換を行った。また、今後は授業間の横の

つながりを一層図っていくこととし、来年度はまず、ポルトガル語Ⅱの会話と文法のクラスで

指定されたテーマについての調査（文法クラス）と発表（会話クラス）をする活動をとりいれるこ

とを決めた。

 

５． 中国学科 中国語担当教員交流会 
中国学科 月田 尚美 

日時：2016年 2月 9日（火）11:00~13:00 
場所：H309 
出席者： 
非常勤講師 9名 
国際関係学科 6名 
その他：2名 
話し合いの内容： 
・現在の中国学科、特に新カリキュラム以降の中国学科についての説明、情報共有 
・授業改善のための議論 

1) 教材選びについて 
2) 学生のモチベーションの維持について 
3) 学生の出席と評価について 
4) その他 
前もってアンケートをとり、その結果を配布して資料とした。非常勤の先生がたと活発な議

論ができた。通常なかなか顔を合わせることがない先生もいるので、今回顔を合わせることが

できてよかった。 
 
 
 
６． 日本語科目担当者授業改善研修会 

国際関係学科 東 弘子 
 
日時：2016年 2月 10日（水）10:30～12:30 
場所：入試・学生支援センター長室 
参加者：非常勤講師 鎌田美保、苅谷太佳子、黒野敦子、田辺淳子、馬場典子 

国際交流室 広瀬恵子（室長）、松崎久美、水間彩乃  
学務課 杉浦秀一 

［話し合いの内容］ 
・授業に関する情報交換 
・授業に関する課題の整理 

協定大学からの留学生の人数も増え、レベルも多様であることから、「レベルによる履修制限」

の方針や次年度より参加が予定される「VIA LACTEA」プログラムの留学生の履修について、
国際交流室から説明が行われた。 また、来期のプレイスメントテストと履修の流れについて

の情報共有がなされた。 
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活動報告

学生自主学習支援 
 

中国学科 月田 尚美 
 
高等言語教育研究所は、学生による自主的な言語に関する勉強会、研究会を援助してい

る。今年度は 3 グループが支援対象となった。以下、各グループより提出された活動報告

書を掲載する。

英文法研究会 
英米学科 岡本 直樹 

 
英文法研究会は、英語という言語そのものに興味を持つ学生が自分たちの言語知識を増

強する目的で発足した会です。現在、毎週木曜日の 4 限目の時間に、図書館のグループ学

習コーナーを利用して活動しています。メンバーは 3 年生 3 人と 4 年生 3 人です。メンバ

ーの内訳は必ずしも全員が英語学系のゼミ生ではなく、英語教育学系のゼミ生もいます。

英語に興味があれば、文学系の学生や他学科の学生でも歓迎です。異なる専門の学生が違

った視点から言葉を見つめ、意見を共有し合うのが本会の目指すところです。 
共通テキストとしてラーセン・フリーマンらの The Grammar Book を使用し、毎時間担

当者主導で輪読を行います。文法書の輪読の他にメンバーが共有したい情報があれば会の

冒頭で提示することもあります。例えば 2015 年度では、革新的な英語表現 I の教科書

Atlantis を批判的に検討したり、論文レビューを行ったりしました。本年度は教職課程の

学生が多かったため、本会でも英語（科）教育についての話題が多くありました。 
具体的に今年度取り上げた話題は、「7 文型について」（二重目的語構文など）、「命令文」

（主語はいつでも You？）、「there 構文について」（there 構文の特質を探る）、「前置詞とイ

メージ・スキーマ―英語学習への応用」（認知言語学の考え方を英語学習や英語教育に活か

すには）、「擬音語と擬態語」、「Aktionsart（動作様態）」（語彙的アスペクトや日本語の「‐

テイル」について）、「仮定法」などです。また、The Grammar Book では、「標準英語とは

何か」や「生成文法における言語分析の方法―樹形図を使って」など、多岐に渡る内容を

学び、討論しました。 
今年度は manaba を使った活動報告の他に Facebook に特設ページを設け、広く本会の

活動内容を知ってもらえるよう努めました。また、回数は多くありませんが、名古屋外国

語大学の教育系の学生自主勉強会と提携し、共同で研究会を開くこともありました。 
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MAG 翻訳研究会

国際関係学科 上手 結有希 
ヨーロッパ学科フランス語圏専攻 花井 万里奈 

 
翻訳研究会ということで複数の言語に翻訳されている作品を選び、日本語特有の表現を

中心に調査した。取り上げた作品は「千と千尋の神隠し」ほか日本のアニメーション、ラ

イトノベルで文体や日本語を使ったコミカルなシーンが含まれるものである。また、それ

に先立ち「翻訳とは何か」ということも参考文献を読みつつ議論した。 
一口に翻訳といってもその幅は広く、直訳から豪胆訳と呼ばれるものまで多種多様であ

る。翻訳家一人一人でも、その訳し方には言語のみならず文化への知識の影響、作品を読

む対象の想定の差もあって大きな違いがある。まず、私たちの中であがった疑問は翻訳に

おいて「言葉の背景にある文化はそのまま伝えられるべきなのか、翻訳先の文化に擬えて

伝えられるべきなのか」ということだ。読者が文脈を読み取れることを重視して行うのも

編集者として必要な配慮だが本来のニュアンスが消えてしまう可能性もある。例えば豪傑

訳と言い、焼き栗をおでんの屋台とする、ある西洋ファンタジー映画では精霊、神の類を

毘沙門天と翻訳した例がある。その風習慣習、宗教観や民話の知識がない人に対する配慮、

理解しやすいことを第一とした翻訳でありローカライズ化ともいえるが作品そのものの世

界観の保持にはならず、逆に崩壊させてしまう可能性もある。 
洋書、洋画は異文化を楽しむ、知るという楽しみもある。しかし極端なローカライズ化

はそれが不可能になりひいては文化の理解につながらない。「不思議の国のアリス」の多く

の訳書には注釈が付いており、翻訳しきれない部分を補完するという手段もある。しかし、

映画字幕には制限が存在する。「千と千尋の神隠し」では「番台」、「祠」といった日本語の

ほかに敬語が登場し、火を吐く怪物の「ドラゴン」と水神の「竜」の違いや米のまじない、

「神」も一神教と多神教の差が存在する。など日本人の多くならばそれら舞台装置の意味

に気付き、受け入れるが異なる文化圏の人が映画を実際に見るとき、どのように受け取ら

れるのだろうか。今私たちがしていることは、まず先に挙げたような宗教に関すること、

敬語の表現、漢字で表記される日本特有という印象のある単語（着物など）、他言語に翻訳

されたとき原語版の差異がある部分を日本語、英語、フランス語を中心に比較している。

最終的に、正しい翻訳とはなんなのか、この場合敢えて日本語のまま残したのはなぜなの

かを突き詰めていく。 
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「神」も一神教と多神教の差が存在する。など日本人の多くならばそれら舞台装置の意味

に気付き、受け入れるが異なる文化圏の人が映画を実際に見るとき、どのように受け取ら

れるのだろうか。今私たちがしていることは、まず先に挙げたような宗教に関すること、

敬語の表現、漢字で表記される日本特有という印象のある単語（着物など）、他言語に翻訳

されたとき原語版の差異がある部分を日本語、英語、フランス語を中心に比較している。

最終的に、正しい翻訳とはなんなのか、この場合敢えて日本語のまま残したのはなぜなの

かを突き詰めていく。 
  

 
ポルトガル語研究会

 
国際関係学科 木戸 志緒子

年度、ポルトガル語研究会は３年目を迎えました。今年度は月毎にテーマを決めて

活動することを目標にしましたので、各月のテーマに沿って報告します。

月：ブラジル国歌 年 月 日に行われるブラジルフェスタのオープニングセレモ

ニーで、ブラジル人学校の生徒たちと一緒に‘ ’を歌うための

練習をしました。この練習はポルトガル語やスペイン語を履修している学生と合同で行わ

れ、このイベントに一緒に参加しました。翌日の 月 日にはブラジルフェスタの清掃ボ

ランティアに参加し、仕事をしながら食べ物や、歌や踊りを見てブラジル文化を体験しま

した。

月：メール・鵜飼 家で書いたメールをブラジル人留学生に添削してもらい、最初と最後

の挨拶などよく使う表現を教えてもらいました。メールを書くことによってポルトガル語

入力に慣れることができます。また、 月 日には木曽川の鵜飼を訪れ、帰国する留学生の

送別会を行いました。その前後に鵜飼についてのポルトガル語の資料を読みました。

月：鵜飼・住民票 ポルトガル語Ⅲの講義と連動させ、ブログに載せる鵜飼の記事をブラ

ジル人留学生に添削してもらいました。また、ポルトガル語表記の住民票を利用して、役

所で手続きによく使う表現を見ましたが、あまり使わない表現も使ってあることが分かり

ました。

月：HORÓSCOPO ポルトガル語のフリーペーパー‘ ’にある占いをポルトガル語

で読みました。メンバーの星座名を確認して運勢を読みましたが、使ってある単語に意外

と難しいものがあり、短い文でもいろいろ学べて面白かったです。

月：日本文化紹介 ‘JAPÃO MINI ENCICLOPÉDIA DO JAPÂO’を活

用しました。日本の人口、領土、四季についての基本情報から伝統

文化まで、身近なことを学ぶことができ、留学にも役立つ内容でし

た。

ミニ百科事典 
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月：留学応援 年からポルトガルとブラジルへ留学する学生のために、入門テキス

ト「ニューエクスプレス ブラジルポルトガル語」で会話を中心に練習しました。サンパ

ウロ大学から帰国した学生が体験をもとにアドバイスをしたり、留学生が発音の見本を示

したりして、グループならではの活動ができました。

活動は例年通り週 回 で行いました。今年度は、日系ブラジル人の学生、留学

生、留学から帰国した学生、来年留学する学生など様々なメンバーと一緒に活動すること

ができました。急に留学前の学生が増えた時もすぐに教材が用意でき、目的に応じていろ

いろ活用することもできました。

高等言語教育研究所に１年間ご支援いただきありがとうございました。

 
 
 

活動風景 
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活動報告 研究所派遣出張報告

参加報告：国際基準の大学教育改革 
－日本・オーストラリア・アメリカの学生調査からわかること－ 

 
国際関係学科 宮谷 敦美 

 
高等言語教育研究所からの派遣により、河合塾主催 2015 年度国際シンポジウム「国際基

準の大学教育改革－日本・オーストラリア・アメリカの学生調査からわかること－」（2015 年 12
月 12日開催 於ベルサール九段）に参加した。 

シンポジウムでは、河合塾がオーストラリア教育研究所（Australian Council for 
Educational Research）と協力して作成した大学生調査（JUES）の概要と 19 大学で実施

したパイロット調査の結果の報告があった。JUES は、大学生の経験のうち測定可能で学

習・発達の成果に結びつき、また大学に責任がある経験に関する情報を集めることを目的

としている。JUES のような調査を活用することで、大学が、今後学生にどのような学修機

会を作ればよいかがわかり、また、他大学との比較を基に大学の戦略的な行動計画を作成

するために必要な情報を得ることができる。本報告では、シンポジウムのプログラムと共

にキーワードとなった「学生エンゲージメント」について報告する。 
 

1. プログラム 
第 1 部 学生のエンゲージメントと学生調査の国際的な動向  

全米高等教育経営システム研究所 所長 Peter Ewell 氏 
 
第 2 部 日本とオーストラリアの学生調査の概要とその結果からわかること 

河合塾教育情報部 部長 近藤治氏 
オーストラリア教育研究所 主任研究員 Daniel Edwards 氏 

 
第 3 部 各大学の事例発表 

ディーキン大学 教育担当副学長 Beverley Oliver 氏 
産業能率大学 経営学部教授 松尾尚氏 
山梨大学大学院 総合研究部教授 塙正典氏 

 
2. 学生エンゲージメントに着目した大学運営 
学生が大学でいかに学んだかを知るキーワードのひとつに「学生エンゲージメント

（Student Engagement）」がある。エンゲージメントと似た意味で使われることばに「学生満足
度」があるが、この違いについて、Peter Ewell 氏は以下のように説明した。学生満足度は、

「学生がどういう大学経験を楽しんでいるのか」を測るものであり、学生の成功と関連は

あるが、学習をよりよくする根拠にはならない。それに対して、学生エンゲージメントは、

学生のどのような活動が学習の質が高めるのかに着目したものであり、学生エンゲージメ
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ントを高めることが、大学そのものの質を高めることにつながる。学生エンゲージメント

を見るためには、教育機関側の要素と学生側の要素に分けて考える必要があり、教育機関

側のエンゲージメントの要素には、①課題＝チャレンジの量、②教育者のふるまい、③能

動的に学ぶためのカリキュラムがある。また、学生側の要素には、①授業以外での時間の

過ごし方、②わからないことへの行動＝質問など、③授業以外での教師との接触、④他の

学生との協力、⑤教職員以外の人との接触、が挙げられる。 
最近注目されているいくつかの教育手法、例えば、PBL 型授業や反転授業などは、上述

の要素の性質を持っている。例えば、PBL 型授業は、学生が能動的に学ぶことを奨励し、

チャレンジの量を増やす。また、他の学生と協力しながら、大学内外のリソースを活かし

つつ（さまざまな人と接触してアドバイスを得ながら）学習を進めていく。 
第 3 部で事例を発表した産業能率大学と山梨大学は JUES パイロット調査実施校でもあ

る。産業能率大学の松尾尚氏は、初年次 PBL の導入と JUES 調査結果との関係について報

告した。1 年と 4 年の調査結果の比較から、PBL を導入している 1 年次では、JUES のエ

ンゲージメントに関連する項目での数値が高いという結果が出た。 
山梨大学では、学生自身の主体的・協調的な学びを促進するために、反転授業を導入し

ている。塙正典氏は、工学部で導入した反転授業の概要と平成 24 年度と 26 年度の評価比

較を基に、反転授業の導入が学生の学びの質を高めていると報告した。学生エンゲージメ

ントを高めるという観点からどのようなカリキュラムや教育手法を取り入れるべきか検討

することが、結果として学生の学びの質を高めていく可能性を有していると言えよう。 
本学で行っている授業アンケートについて今後項目を検討する際に、学生エンゲージメ

ントという観点から見直すことも選択肢のひとつになるのではないかと感じた。 
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［資料］近藤治氏の発表スライドより転載「JUESの質問項目」（シンポジウム資料集 p.38）  
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平成 27 年度 高等言語教育研究所 購入図書リスト 

 
 

■図書館配架図書

（多読図書コーナー、語学コーナー等） 冊

英語

フランス語

スペイン語 
ドイツ語

中国語

ロシア語

計 225 

 

■高等言語教育研究所所蔵

◆研究用資料 冊

英語

スペイン語

その他

計

◆学生自主活動支援

英文法研究会

ポルトガル語研究会

翻訳研究会

計

購入図書

合計

※平成 年 月現在
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