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国内大学EAPプログラム – EGPから発展
EAP(English for Academic Purposes)は学術目的の英語学習を意味
する。EGP(English for General Purposes)という一般的な英語学習
とは異なるものである。日本国内の大学におけるEAPプログラムは
2000年以降増加して、多くがEGPプログラムがEAPに発展した必須
英語科目でEGAPというものが多い。

国内大学EAPについて飯島(2017)は次のように述べている。
「英国や香港との主な違いとして、全学共通英語課程のEGAP 教育は、
専門英語科目やその他の専門分野教育と、理念的連携の必要性は認め
られているものの、実質的な教育内容の連携はない。その背景として、
海外大学に比べ、専門科目や卒業研究では、英語論文作成や英語文献
利用の必要性が低いことが挙げられる。」

国内大学EGAPでは海外大学で教養/専門分野で必要な英語のアカデミ
ックライティングが提供しきれていないという状況が言える。



国内大学EAP研究 –スキル学習と評価の研究
国内大学EAPはEGAPプログラムの要素が強く、言語スキル(Reading, 
Listening, Writing, Speaking)を重視した学習であり、教科書の使用と
習熟度で分けられたスキル目標を設定している。

飯島(2017)は評価形式について次のように述べている。
「各大学とも英語教育の目的を大学ホームページなどで明示しており、
具体的な学習目標や成果は主に Can-do List の形式で表されている。」

さらに目的とするスキルについて次のように続けている。
「アカデミックリーディング、アカデミックライティング、ディスカッ
ション、プレゼンテーションスキルを重要視した必修科目設計となって
いる。」

このように国内EAPはEGPにもとづくスキルベースの学習とその評価を
研究する傾向にある。



海外大学EAP研究 – Academic Community, Literacy
Gollin-Kies (2014)はEAP/ESPジャーナル(Elsevier)の主要研究のレビュ
ーリサーチを行った。海外大学EAPでは学習スキルの量的調査よりも、
アカデミックコミュニティーの学習および知識構築の価値観とリテラシ
ーを研究するためにディスコース分析、エスノグラフィー、ケーススタ
ディが多いとしている。
‘Qualitative studies continue to dominate, overwhelmingly analysis 
of discourse --- In qualitative studies that are not primary 
discourse-based, ethnographic studies predominate(p.33).’ 

Gollin-Kies (2014)はさらに実験研究が極端に少ないことにもふれている。
‘There is a noticeable lack of experimental research published in 
either journal(p.33).’  

次に海外大学留学で必要なアカデミックライティングは何か、それに関
わる研究のアプローチは何があるかをみていく。



Academic writingについて
Flower(1990)は大学におけるAcademic writingの体系をライティン
グタスクの目的、戦略、テキスト作成の計画や構成により5つに分け
た。Khuder & Harwood (2019)はこれらについて次のようにまとめ
ている。1) Summary, 2) Review and comment, 3) Free 
response to the topic, 4) Synthesis, and 5) Interpretation 
with one’s own purposeである。

1)から5)の順番に行くにしたがってCognitive loadが高いものになる。
Summaryとdiscussionを組み合わせて、synthesis writingのベース
にしているものもある。ここではsynthesis, interpretation with 
one’s own purposeというものが文献による評価を整理、統合して
主張につなげるargumentative essaysとなる。

TOEFL, IELTSでもargumentative essaysという表現は使用される
が、文献を使用してそこから情報を適応させるライティングとしての
synthesis, academic argumentationとは違っている。



Academic writingについて
すでに前に提示したスライドでもわかるように、大学教育課程における
Academic writingというものは、単にトピックについて自分の考えを
書いたりするものではない。教養および専門課程における知識を変換
(knowledge transforming), 構築(Knowledge building)するこ
とがそのタスクの目的である。そして大学課程のクラス教員だけでなく
アカデミックコミュニティにおける研究者がそのaudienceになる。

そこから大学、大学院で必要なライティングアサイメントは、文献を使
用して批判評価と整理をして、最終的にエッセーに適応させることが必
要になる。これをreading-to-writeまたはwriting from sourcesという。

そしてAcademic writingでもargumentative essaysでは書き手の議論
構築で、選別した文献の批判的読解と評価が必要とされる。このような
Academic writingに対する研究としてはEthnography, Case Studies
で広く行われている。



Academic writing – argumentative essayとは

Argumentative writingの3つのステップ
(a) Analyse the content of sources,                                   
(b) Develop an argument in an academic debate, and                 
(c) Articulate an argument in a congruent manner, transforming 
the existing knowledge(Bereiter & Scardamalia, 1987; Wingate, 
2012; Wu, 2006). 

Ryshina-Pankova (2014)は(a), (b)で必要とされる議論構築について
次のように指摘している。

‘In fact, what makes academic argumentation special is that it 
requires one to argue for one’s position by explicitly 
engaging with other perspectives on the issue voiced in the 
past … (p.283).’



Academic writing – argumentative essayとは
Wingate (2012)による大学、大学院教育課程におけるargumentative 
essay作成のステップは次のようになっている。

Main aim: Developing an argument  

Selecting and using Establishing Presenting your
relevant information your position position in a 
from sources coherent manner   

-Identify sources         -Comparing           -Formal schemata
-Evaluate which/how    evidence/ideas      Structure
evidence/ideas can be  from sources         Signposting  
used (being critical)    - Finding          Style, register    

support                 Referencing
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EFL学習者にとって, アカデミックライティングは, 多面的な性質を持っているた
め難しいとされる。
“Academic writing for EFL learners is difficult because of its multi-faceted 
nature (Jiang, 2013, p.95)”

Wolfersberger（2003）
英語学習者の英語 能力の低い学習者：
語彙・表現等の表面的な箇所に意識 > L2 による文章全体の構成や内容

Green, Christopher, Lam, and Mei (2000); Hawes and Thomas (2012)
中国人学生の文章とL1英語が書いた文章のTheme 分析の結果
連続性がある内容を書くこと
一つのパラグラフの中に様々なトピック情報を書く



Many EFL students: 
some difficulties of writing (Chinnawongs, 2001; Syananondh & Padgate, 2005). 

Teachers: 
hard to assist students to write academic writing (Synanondh & Padgate, 2005).

• the inherent complexity of the skill
• learners' limited knowledge of the topic
• insufficient practice
• inadequate feedback (Chinnawongs, 2001).
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Studies of language teaching:
Their focuses are;
• accuracy 
• correctness of grammar 
• writing mechanics (Myles, 2002; Farrell & Lim, 2005). 

Students focuses: 
• grammatical structure 
• literally translate their thoughts into English 

when write (Piriyasilpa , 2009, p. 1)
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There is a correlation between 
'idea' and 'form' in the writing process. Leeds 

(2003, p. 81)

'idea' and 'form’ =
‘discourse semantic’ and ‘grammar’ (Halliday, 1994)

Piriyasilpa (2009)
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As for writing effectively, language teachers 
should focus on both levels. 

Students should be trained:
to construct language at sentence level 
to create a unified text at discourse level. 

Piriyasilpa (2009)
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How can we create a unified whole in a text? 
= the construction of cohesion and coherence 
(Halliday & Hasan, 1976; Butt et al., 2000; Martin & Rose, 2003) 

According to Piriyasilpa (2009, p. 4), “the nature of texture and structure signifies 
two main components of a text: coherence and cohesion (Halliday & Hasan, 1976; 
Eggins, 1994). “

Coherence: Texture 
Cohesion:  Structure, “involves the way the elements within a text bind it together as 
a unified whole (Piriyasilpa, 2009, p. 4)” 

Piriyasilpa (2009)
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How can we create a unified whole in a text? 
= the construction of cohesion and coherence 
(Halliday & Hasan, 1976; Butt et al., 2000; Martin & Rose, 2003) 

Different strategies: 
• the use of reference
• conjunction
• lexical cohesion
• the relationship of Theme and Rheme (Halliday & Hasan, 1976). 

Piriyasilpa (2009)
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Theme and Rheme
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Periodicity (Textual meaning)
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Them and Rheme (主題と陳述)



Martin & Rose (2003) 
a meaningful text is created from periodical waves of information 
flow: "Periodicity is concerned with information flow (p. 175).

良いテキスト：
Periodicity = information flow
= giving readers some idea about what to expect 

Periodicity: Theme and Rheme



Theme

Eggins, 1994; Halliday, 1994; 
Piriyasilpa, 2009

Theme とは，clause の出発点と定義されている。
その機能はテキストを形成する上で重要な役割を果
たす。

物理的に最初に現れる
Clause が何について述べているのか
何を意味しようとしているか解釈する際に
起点となる。
英語ではTheme がclause の最初の位
置におかれる。



Theme とテクスト全体

節の先頭の要素が重要
で、これがテクストの結
束性を高めるためにも大
きな役割を果たしている.

特に、英語の話し手は自分
の言いたい内容や今現在話
している内容を最初に持って
くる傾向にある。そのため、
「何について話しているのか」
や「伝えたいことは何か」と言
う要素は常に節頭に具現す
ると言われている。

Eggins(1994:30)は
Themeの出現には３
パターンあると 述べてい
る。



1 最も基本的なThemeパターン
Theme reiteration / constant theme pattern. 

2 ある要素が繰り返し出現してテクストのテクスト
性を高める

3 これは，語彙的な結束性を用いてテクストの
結束性を高める方法

4 テクスト中の同じ要素が、規則的で基本的な
Theme を作り出している

5. Description genre(特定の物や人に関す
る詳細を説明したジャンルテクスト）やRecount 
(過去の個人の経験を書くジャンル）,Narrative 
(物語）にはこのパターンがよく見られる場合があ
る。

Eggins(1994); Piriyasilpa (2009)

Figure 4 



具体例はこれです。



1 次のパターン
A zig zag linear theme pattern

2Rhemeの中の語彙が、次の節のTheme
として取り上げられるパターン





３つめのパターンは，Multiple theme / 
split rheme pattern

長文でこのパターンを見つけられる。

節の中に1つまたはいくつかの要素があり、そ
れが次の節の主題に分散するパターン。

例 Discussion genre 
(argumentative essay) 等のアカデミッ
クエッセーでも見られる。



I think that to go to abroad for further studies is a good opportunity for 

university students’ development. I have two reasons.  First, we can improve 

our language skills. We must talk another language to live in there. Second, 

you can learn another culture. To learn another culture is so important for us. 

If you know another culture well, you can get along with them.. For these 

reasons, I think that to go to abroad for further studies is a good opportunity 

for university students’ development.

Text 1
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パターン①
最も基本的なThemeパターン
Theme reiteration / constant theme pattern. 

パターン②
A zig zag linear theme pattern

まとめ：
Theme うまく結束されていない感じ。
かなり複雑
読み手，これでは読みにくい可能性が高い
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