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これまでの活動

• 1996年（平成8年）東京大学名誉教授・岡秀夫氏によって設立

• 日本内外のバイリンガリズム教育について広く実態を調査

• 海外の小学校から高校まで CLIL やバイリンガル，ESL教育の
視察・研究を実施

• 日本国内でもイマージョン小学校，特徴的な言語教育を行う中
学校，高校の研究を実施



過去に行った小学校の言語教育の研究

• 平井科研（平成20-22 年度）では，CALP の実体を検証するために
日本の小学校の教科書分析に取り組んだ。とくに，４，５年生あた
りの教科書分析（国語，算数，理科，社会）を通して，CALP の発
達について具体的にどのような手がかりが得られるのかを広く調査
した。その結果，教科書の記述や活動の中に，ピアジェが言うよう
に具体的操作期から抽象的操作期へ徐々に移行していく形跡が認め
られた。

• 国語：段落ごとのまとめや自己表現を通して論理的な思考力を育む

資料を調べたり意見交換を通してアセスメント能力を育む

• 算数：文章題を読んで考え，自分で数式を組み立てて解決する

• 社会科：都市の名前だけでなく，地勢や気候との関連においてその
土地の産物について考える

（2015年度JACET国際大会研究会ポスターより）



これからの小学校での外国語（英語）教育につい
て

• 新指導要領では，他科目との連携や思考力，判断力，
表現力の養成が求められている。バイリンガリズムの
知見を活かして，提言ができないか？

• 例
• CLILのアプローチ
• 海外の英語の教科書からの示唆
• 足場掛け



指導要領：他科目との連携
⇒2言語の相乗的発達
• 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説

• 外国語活動・外国語

「言語活動で扱う題材は，児童の興味・関心に合ったものとし，国語科や
音楽科，図画工作科など，他の教科等で児童が学習したことを活用したり，
学校行事で扱う内容と関連付けたりするなどの工夫をすること。」

国語科との連携が求められている。「日本語とは異なる英語の音

声や基本的な表現を用いてコミュニケーションを図ることは，言葉の大切さや

豊かさに気付いたり，言語に対する興味・関心を高めたり，これを尊重する態

度を身に付けたりすることにつながるものであることから，国語科の学習にも

相乗的に資するように教育内容を組み立てることが求められる。」



指導要領： 英語 1 目標

話すこと［やり取り］

• ア 基本的な表現を用いて指示，依頼をしたり，それらに応じ
たりすることができるようにする。

• イ 日常生活に関する身近で簡単な事柄について，自分の考え
や気持ちなどを，簡単な語句や基本的な表現を用いて伝え合う
ことができるようにする。

• ウ 自分や相手のこと及び身の回りの物に関する事柄について，
簡単な語句や基本的な表現を用いてその場で質問をしたり質問
に答えたりして，伝え合うことができるようにする。



英語 内容 第5学年及び第6学年

〔思考力，判断力，表現力等〕

（2）情報を整理しながら考えなどを形成し，英語で表現したり，伝
え合ったりすることに関する事項

• 具体的な課題等を設定し，コミュニケーションを行う目的や場面，
状況などに応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し，これら
を表現することを通して，次の事項を身に付けることができるよう
指導する。
• ア 身近で簡単な事柄について，伝えようとする内容を整理した上で，簡単

な語句や基本的な表現を用いて，自分の考えや気持ちなどを伝え合うこと。

• イ 身近で簡単な事柄について，音声で十分に慣れ親しんだ簡単な語句や基
本的な表現を推測しながら読んだり，語順を意識しながら書いたりすること。



中学校指導要領 （平成29年度）
中学校では暗記や繰り返し演習だけではない
言語活動を行うことが提唱されている。
（2）読むこと

• ア 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれたものか
ら必要な情報を読み取ることがで

• きるようにする。

• イ 日常的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短い文
章の概要を捉えることができるよ

• うにする。

• ウ 社会的な話題について，簡単な語句や文で書かれた短い文
章の要点を捉えることができるようにする。



外国語編 中学校指導要領（平成29年告
示）解説から

〔思考力，判断力，表現力等〕

（2）情報を整理しながら考えなどを形成し，英語で表現したり，伝え合った
りすることに関する事項

• 具体的な課題等を設定し，コミュニケーションを行う目的や場面，状況な
どに応じて，情報を整理しながら考えなどを形成し，これらを論理的に表
現することを通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
• ア 日常的な話題や社会的な話題について，英語を聞いたり読んだりして必要な情報

や考えなどを捉えること。
• イ 日常的な話題や社会的な話題について，英語を聞いたり読んだりして得られた情

報や表現を，選択したり抽出したりするなどして活用し，話したり書いたりして事実
や自分の考え，気持ちなどを表現すること。

• ウ 日常的な話題や社会的な話題について，伝える内容を整理し，英語で話したり書
いたりして互いに事実や自分の考え，気持ちなどを伝え合うこと。



1．CALP,CLILについて研究してきた研究会では
PISAの結果に着目

PISA2015の調査結果，「読解力」で日本はOECD加盟国中6位で
あった。
（PISAテストは，2000年から3年ごとに，読解力，数学的リテラシー，科学的リテラシーの3分野で実
施。日本は，高校1年相当学年が対象。調査には，全国の 198 校（学科），約 6,600 人の生徒が参加し
た）

PISA型リテラシーとは？

自分の目的を達成し，知識や可能性を高め，そして社会に
参加することを目的として，書かれたテキストを理解し，
使用し，考察し，それに関与する(engaging with written
texts)と定義されている。(OECD, 20⒔)



ＰＩＳＡで調査する読解力 Reading process

①access and retrieve  情報へのアクセス・取り出し, 

テキストの中の事実を切り取り，言語化・図形化する

②integrate and interpret  統合・解釈

書かれた情報から推論・比較して意味を理解する。

③reflect and evaluate  熟考・評価

書かれた情報を自らの知識や経験に位置付けて理解・評価

(批判・仮定)する。

3つの側面を区別して，単に書かれていることを正確に理解することに加え, 
それを自分の経験や考えと関連付け，熟考し，評価することなども含まれる。



読解力の問題の結果を側面別に見ると

「探求・取り出し」 については 72%，

「統合・解釈」については 60%，

「熟考・評価」については 62% である。

読解力の問題の日本の平均無答率は 6% である。

日本の平均無答率を側面別に見ると，

「探 求・取り出し」については 3%，

「統合・解釈」については 4%，

「熟考・評価」については 13% である。 (文部科学省，2016)



Taxonomy(Cognitive Domain)

http://thesecondprinciple.com/teaching-essentials/beyond-bloom-cognitive-
taxonomy-revised/

Level Cognitive level Activity

1.
Remembering

Recognizing or recalling knowledge from 
memory

producing or retrieving definitions, facts, or 
lists, or to recite previously learned information

2. 

Understandin
g

Constructing meaning from different types of 
functions be they written or graphic messages 

interpreting, exemplifying, classifying, 
summarizing, inferring, comparing, or 
explaining

3. Applying Using a procedure through executing, or 
implementing

using learned materials through models, 
presentations, interviews or simulations

4. Analyzing Differentiating, organizing, and attributing, as 
well as being able to distinguish between the 
components or parts.

creating spreadsheets, surveys, charts, or 
diagrams, or graphic representations

5. Evaluating Making judgments based on criteria and 
standards 

critiques, recommendations, and reports 

6. Creating reorganizing elements into a new pattern or 
structure through generating, planning, or 
producing

Synthesizing parts into something new and 
different creating a new form or product

CLIL, IBの理論的枠組
み

情報の取り出し

Anderson and Krathwohl, et al (Eds.)(2001)
revised Bloom’s Taxonomy

統合・解釈

熟考・評価



研究会で行った教科書分析：高校英語検定教科書の発問とタスクのレベル別割合

Communication English I    ➡教科書A以外は1が多い
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教科書E

教科書D

教科書C

教科書B

教科書A

Level

1
Level

2
Level

3
Level

4
Level

5
Level

6

中学 CEI

レベル１
（情報の取り出
し）

4～8割 5～8割

レベル２
（統合，解釈）

2～4割 ２～4割

レベル3以上
（熟考，評価な
ど）

少ない 1シリーズのみ2割

JACETバイリンガリズム研究会『言語教育ＥＸＰＯ』
シンポジウム，早稲田大学， 2017年3月5日



高校の教科書をTaxonomy に当てはめて分析した結果

教科書の発問の中には，突然，自分で調べたことをシェアして，評価しあうディス
カッション(レベル3～５）や，自分の考えを作文する活動(レベル５，６）が取り入
れられており，その課のテーマに関して，

「では，自分で調べて発表してみよう。」という指示のみがある場合が多く，

高度な認知力を要求しようと試みる発問ではあるが，その具体的手だてや英語表現
の補助(足がかり)は示されていないケースが数回あった。

★Scaffolding(足がかり）が足りておらず，
指導には足がかりの必要性がある。

SCAFFOLDING(足掛か
り)



EAPプロジェクト

大学3年次以降のESP教育では，高次の思考を伴う英語能力が求められ，
大学1,2年次までに土台が出来ていることが望しい。

本研究会調査：

2017年度〜2019年度に，複数の大学において，新入生を対象に，高校ま
での言語活動に関する調査を実施した。

橋渡しとなるEAP授業を提案して試行

実践した後，授業終了時の学習者調査から試行授業の検証を試みる。



EAPプロジェクト：言語活動の実態調査

調査方法：Moodle にて実施時間は10分程度

調査項目(29項目)

• プロファイル（16項目）

• 高校の英語学習の形態（4項目）

• 高校の英語以外の教科学習（4項目）

• 将来の英語の必要性 (5項目)

４領域を網羅する，計27の質問

①学習者の英語力

②バイリンガリズムの観点からとらえた言語学習経験

③他科目の学習での言語活動や言語学習環境

☜ Anderson 改定版Bloom のタキソノミー(2001)に基づく

④将来の展望，英語学習へのモチベーション



学習者
EAPプロジェクト: 一例：調査結果と考察査:調査結
Q19 高校の英語の授業中に次の活動を行ったことがありま
すか (対象：関東私立大医学部62名）

英語のｉｇａｋｕｂｕ 授業中に次の活動を行ったことがあり 全国英語教育学会第45回弘前研究大会 2019年8月17日発表資料

ますか。

６創造

１記憶・情報の取出し

２a 情報再構築-テキスト

２b 情報再構築-他モード

３応用

４，５分析・評価



EAPプロジェクト: (一例)調査結果からの授業提案
１．高校の英語学習では，約8割が認知的に基礎的な言語・思考活

動（レベル1,2）
２．認知度の高い言語学習（レベル5,6）も見られたが，そこに

至るまでの活動が不足
主体的，協働的・深い学びの経験が不足

→その橋渡しが必要

１．主体的，協働的な経験学習型EAPプログラムを設計し試行
（グループ・プレゼンテーション）

２．記憶中心の活動と発展型プロジェクト活動の乖離を埋めるため
の足場掛けとしての活動に留意

（例）図・表の読解方法の指導，文献資料の多読と比較，他者評価の経験，
グループ学習における目標達成度の評価の経験



EAPプロジェクト:(一例)EAP試行授業

対象と実施期間

関東私立大学 1年生 135名（4クラス）

医学部(31×2)・看護学部(43)・獣医学部(獣医学科）(30)

期間は2018年4月より2019 年2月までの1年間(90分×30回)の授業となる。

ここでは医学部でのEAP試行授業を紹介

試行授業終了後学習者調査

同年の授業最終日に2回目の学習者調査を行い，英語の活動の経験，学び方
に関する学生の認識がこの1年間でどのように変化したかを調査



EAP試行授業
足場掛け：Step1.各章本文の Reading & Listening

読解問題（ fact-finding からcritical reading）
Questions Answers (レベル1-3) 日本語と英語を使用

足場掛け:Step2. (グループ・プレゼンテーション）
用語・テーマの英語文献調査・ショートリサーチ (レベル2-4)
ある項目について英語の文献を調べまとめる
資料から自分の意見をまとめる

足場掛け:Step3. 調査した項目をグループでまとめる
グループでプレゼンテーションの用意 (レベル3-6)

足場掛け:Step4. グループ・プレゼンテーション
他のグループの評価 (レベル4-5)

EAPプロジェクト：一例 EAP試行授業 活動内容



EAPプロジェクト:(一例) 結果と分析
学生は以下の項目が増えたと認識

・英語文献の要約・要点把握（日本語・英語）

・英語の情報源から情報収集

・複数の読み物を比較（多読）

・発表資料の作成

・写真・イラストの読解と利用

学生は試行授業終了時には認知レベル2,3,4,5に当たる活動や主体的・
協働的経験が増加と認識



EAPプロジェクト：まとめ

関東私立大医療系197名の調査から

大学3年次以降のESP教育では，高次の思考を伴う英語能力が求められ，大学1,2年

次まで土台が出来ていることが望しい。

→抽象的思考とスキルは，現在の高校卒業時点では不足

大学1，2年生で段階的な足場掛けの活動が必要

以下の足場掛けが学習を助ける

主体的，協働的，創造的思考を通して経験学習する （グループ・プレゼンテーション）

Critical Reading

図・表の読解方法の指導

他者評価の経験

グループ学習における目標達成度の評価の経験

終了時学習者調査から

自分の専門分野における英文を使いこなす方略を得たと認識する学生が増えた



ご興味のある方,ご一緒に研究をしませんか。

ご連絡お待ちしています。

• 連絡先：seiko@kitasato-u.ac.jp

• 詳細はホームぺージに記載

http://www.jacet-bilingualism.jp/jp/


