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１年生 ２年生 計

⑴

はい ７２ ８８ １６０
いいえ １１ １８ ２９
どちらとも ４２ ３７ ７９

⑵

はい １１３ １３４ ２４７
いいえ ２ ３ ５
どちらとも １０ ６ １６

⑶

［主な回答］
•海外旅行に使えると便利だから。
•受験科目に入っているから。
•将来必要だから。
•論文を読んだり，歯科の診療に必要だから。

１．はじめに

『なんで英語やるの？』という言葉を聞いてピン
とくる方は私のような英語教育関係者か，余程英語
に興味があって，しかもある程度年齢の高い人だと
思う。これは１９７４年に大宅壮一ノンフィクション賞
を受賞した，評論家・エッセイストの中津燎子さん
が著した本のタイトルである。有名な賞を受賞する
だけあって，当時かなり話題になった本である。さ
て，改めてこの問いに対する答えを考えてみると，
「英語は学校で勉強する科目に入っているから。」
とか「入試に出るから。」など，学校で英語を勉強
するのにあまり疑問を持たない人が多いかもしれな
い。

次のアンケートをご覧いただきたい。これは私が
現在（平成２７年度）担当している本学の１年生及び２
年生に対して行ったアンケートの結果である。

［質問内容］
⑴ あなたは英語が好きですか（英語に興味がありますか）？

（ ）はい （ ）いいえ （ ）どちらとも言えない

⑵ あなたは英語を学ぶ必要はあると思いますか？

（ ）はい （ ）いいえ （ ）どちらとも言えない

⑶ あなたはなぜ英語を勉強する（してきた）のですか？

＊自由記述

このアンケート結果を見ると，本学学生の英語学
習への意識や関心は比較的高いと感じる。また，英
語が好きではないと回答した学生でも，その必要性
を感じている学生は多い。質問⑶に対しての主な意
見は表に示したとおりであるが，やはり（少なくと
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も高校卒業の段階までは）受験に必要なため，とい
う回答も多かった。その中に「やれ，と言われたか
ら」というものもあり思わず笑ってしまった。

いずれにしてもふだんの私たちの身の回りの環境
は，どうしても英語が必要である，といった状況に
はない。そのような中でどのように大学での英語の
授業を組み立てていくか，私が実践していること，
心がけていることをこのレポートで報告してみた
い。

２．私が英語の授業で目指すもの

中学校や高等学校の英語の授業の目標は，学習指
導要領がその指針となる。大学での英語の授業の目
的は，授業を担当する教員がそれぞれの専門や教え
る対象者の必要に応じて設定する。シラバスに書か
れているGIO（General Instructional Objective）がそ
れである。一般的には「リスニング力の向上」とか

「〇〇に関する英語力の向上」等とすることが多い。
しかし私の授業の目指すところは，英語学習のもっ
と根幹的な部分というか，「英語を用いて何をした
いのか，させたいか」といった部分に重きを置いて
いる。ちなみに私の授業（英語Ⅰの場合）の GIO は
次のように設定してある。

●一般目標（GIO：General Instructional Objective）
中学校・高等学校で学習した英語を基礎として，

聞くこと・話すこと・読むこと・書くことの英語の
４技能の向上を目指しながら，日本や外国の言語・
文化を尊重する心を養う。

私が授業をするにあたって大前提にしている対象
者は，中学校・高等学校で６年間ふつうに英語の勉
強をしてきた学生である。したがって，帰国子女や
留学経験等の豊富な学生については，ここでは一応
例外的とする。

一言でまとめてしまうと私が英語の授業で目指し
ていることは，「将来本当に英語を使う必要が出て
きた時に出来るだけ困ることのないように必要な基
礎力をつけさせたい」ということである。６年間英
語を勉強してきたのだから基礎力はあるのでは？と
思われるかもしれないが，少なくともそれを運用す
る（使う）ところまで到達している学生は極めて少な

いのが実状である。この基礎力さえ身についていれ
ば，様々な分野，もちろん歯科の関係においても応
用が利くと私は考える。

しかしながら，週１回という授業の中で何ができ
るかというと，それは非常に限定的であり，どんな
授業をするか試行錯誤の連続である。

さて，この目標を踏まえた上でもう少し具体的に
授業の内容を述べてみると，私が授業を実施するに
あたって心がけているのは次のような事である。
⑴ 英語への興味がもてる授業

英語への興味や関心，必要性を感じている間は
英語力の向上が期待できる。そのためにはできる
だけ学生を飽きさせないような授業が展開できる
よう工夫している。

（英語クイズ，身近な話題の活用）
⑵ 様々な英語の学習方法の体験

学校での英語の授業が終わってしまえば，あと
は必要に応じて自分で英語を勉強していくしかな
い。その時に少しでも自分に合った英語の学習方
法を体得している必要があると思う。そのために
英語指導者は様々な勉強方法を学生に体験させる
べきである。学生には是非「一人歩きできる英
語」を身に付けて欲しいのである。

（瞬間英作文，スラッシュリーディング）
⑶ 日本人として発信力のある英語学習

英語を勉強しているとすぐにスラングを使いた
がったり，いわゆるペラペラ英語に憧れる学生が
いる。しかし，私たちが初めての外国人に接する
時，いきなり馴れ馴れしい日本語で話してきたら
却ってその人を怪しく思ったりするだろう。それ
と同じで私たちが英語を使う場合には，きちんと
した英語で話すことを心がけてもらいたい。たと
えゆっくりでも日本人としてしっかり発信すると
いう目的をもって英語が使えるほうが信頼される
ものである。

３．私の英語授業の１例紹介
「グループ発表授業」

２で述べたような目標を踏まえた上での授業の例
を１つ紹介させていただく。

この授業は「外国人からの日本（人）に関する疑問
に答えよう」という設定で，外国人が日本（人）のど
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んなところを不思議に思っているのかを知るととも
にその疑問に英語で答える，という内容の授業であ
る。
［授業展開例］
テーマ：（平成２６年度に実施した内容）

テーマ１ 日本を訪れる外国人にお薦めスポット
の紹介
The sightseeing spot I recommend to
you is ～

テーマ２ 外国人の日本（日本人）に対する疑問に
答える（抽選で各グループ毎に異なる）

方 法：一グループ４～６人のグループを作り，そ
れぞれの与えられた課題に沿った創作の英
会話を作る。それを Power Point 等でまと
め，グループ毎に全体の前で発表する。

目 的：•日本の文化等についての外国人の疑問に
答える。

•将来英語で発表する際の基礎練習をす
る。

［外国人からの質問（例）］

•日本人はどうしてみんなマスクをしてるの？

•日本人はどうして八重歯をかわいいと思うの？

•じゃんけんをするときに，なぜ「最初はグー」と言う

の？

•女子高校生のスカートはどうしてあんなに短いのです

か。

•日本人はどうして人の話を聞いている時，「うんうん」

と言ったり，頷いたりするの？

•どうして日本人は写真を撮るとき，みんなピースサイ

ン（Ｖサイン）をするの？

•日本人はどうして電車の中で寝るの？

•どうして大阪のおばちゃんは，「あめちゃん（飴）」を

持っているの？ etc.

この２つのテーマに関して，各グループが創作の
英会話を作成し，Power Point 等にまとめてクラス
全体の前で発表する。以下，学生が作成した創作英
会話の一部をご紹介する。

テーマ１「日本を訪れる外国人にお薦めスポットの
紹介」の作品例

［英語スクリプト］
*I’ll introduce my friend!! This is Ms.Onieta. She is from
Brazil.
*How about hot springs? Most Japanese people love Japa-
nese style hotel which has hot springs.
*Open air bath’s scenery is great!! Now, you can see beauti-
ful colored leaves from that.
*Where is it?
*There are some famous spa town, like Atami, Kusatsu,
Beppu, and so on. Search these area, and you will find your
favorite town.
*Once I’ve been to Hakone. It was great!! It isn’t far from
Tokyo, but there is lots of nature. As for Japanese style
hotel, I like not only hot springs, but also Hotel’s dinner.
*Yes! Tempura, sashimi, and this season is hot pot cooking!
You can enjoy delicious Japanese food at Japanese style
hotel.
*Sounds perfect!!! I decided to go to Japanese style hotel in
Hakone!!
*Go to the hotel, taking a bath, wearing a yukata, and eat-
ing great Japanese dishes…
I think that is Japanese leisure style.
*Have a nice vacation!!
*Thank you everyone!!
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テーマ２「外国人の日本（日本人）に対する疑問に答
える」の作品例
（例１）日本人はどうしてみんなマスクをしてる

の？怖いです！

［英語スクリプト］
*By the way, I have a question about Japanese. Why do all
Japanese wear masks? I’m scared!
*They wear masks to prevent colds or other sickness. Japa-
nese are diligent and don’t want to be absent from their
company. In addition, Japanese companies are strict on ab-
sence.
*I see. It’s impossible in my country.
*And Japanese women want to conceal their faces if they
don’t make up their faces.

（例２）どうして日本人は写真を撮るとき，みんな
ピースサイン（Ｖサイン）をするの？

［英語スクリプト］
*I have had the question, why do Japanese people give a
peace sign when they get their photos taken?
*Um, I have heard that peace sign means “victory” and
“pray for peace” and so on.
*Also, in Japan, it’s mean “friendship.”
*And The sign makes our faces smaller. Look! Don’t you
see? Let’s try!

*Well, Japanese people are very sensitive to be seen by oth-
ers, so they naturally take a pause when getting their pho-
tos taken.
*I think it also have a point. We have given a peace sign
since we were children. Everyone did that, so it became
Japanese custom I think. Then, I don’t know why do I
give a peace sign.
*That’s interesting! For Japanese people, peace sign has
many meaning!

（例３）日本人はどうして人の話を聞いている時，
「うんうん」と言ったり，頷いたりするの？

［英語スクリプト］
*Japanese people always nod when people talk, don’t they?
Why?
*Umm……. Maybe, they want to express their feelings that
they listen to what the speaker says. That way, the
speaker and the listener feel relieved.
*Furthermore, Japanese people think people who nod are
polite, so if people don’t nod, they are rude to speakers.
*Oh, Nodding has a mean that a listener agree with a
speaker. They can express “I see !” without saying “I see!”
Nodding is very useful.
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創作した英語にはもちろん文法的な間違いも見ら
れるが，ここでは「英語を使う」ことに重点を置い
ているので，自分の言いたいことを伝えることがク
リアできていればよしとしている。

この授業は毎年実施しているが，学生も熱心に取
り組んでいてくれている。もちろん，この授業だけ
で英語が上達することはないが，少なくともこの授
業を通じて「英語を使う楽しさ」や「英語はなぜ必
要なのか」等を感じ取ってくれれば，指導者として
うれしい限りである。

４．英語（外国語）上達のためのアドバイス

前述したように，学校を卒業してしまえば英語の
学習は基本的に自分一人でやらなければならない。
この項では，その時に少しでも参考になりそうな私
のアドバイスを述べたい。
⑴ できるだけ具体的な目標や目的を持つ

冒頭で紹介した本『なんで英語やるの？』の中で
も述べられているが，語学の学習において目標や目
的をもっていることは極めて重要である。TOEIC
や英検のような語学試験等を目標にするのも英語学
習の過程としては悪くはないが，できれば「英語を
使って〇〇がしたい」というような，より具体的な
ものだと一層よいと思う。
⑵ 草野球レベルの英語を目指す

野球やテニスをやっている人みんながプロを目指
しているわけではない。それと同じように，日本人
が英語を勉強する時全員がネイティブのような英語
力を目指す必要はないし，そもそもそれは無理であ
る。発音でも多少訛りのある日本人英語のほうが個
性があって魅力的という人もいる。そう割り切って
草野球レベルの英語を目指したほうが気が楽だし，
むしろ草野球英語を続けながら，英語が身に付いて
いくと思う。
⑶ 自分にあった学習方法を見つける

長く英語の勉強を続けるためには自分に合った学
習方法を見つけることが絶対に必要である。読むこ
とが苦にならない人は英字新聞や英語の小説を読め
ばいいし，インターネットを使えばそれこそ「生き
た」英語の勉強になる。とにかくいろいろ挑戦しな
がら自分に合った方法を見つけることが長続きする
秘訣である。

⑷ 英語学習のお薦め番組＆ウェブサイト
●NHK WORLD

NHK がテレビ，ラジオ，インターネットで，
ニュースや情報を世界に配信する番組。世界の人々
に，内外のニュースや日本人の暮らしや文化，政治
や社会の動き，科学や産業の実情，重要な国際問題
についての日本の立場や主張などを伝えることを目
的にしている。日本のニュースがベースになってい
るので，理解しやすい。
●VOA（Voice of America）

アメリカを紹介するアメリカ合衆国国営の国際
放送機関。政治・経済・文化・音楽など様々な内
容を世界に向けて発信している。英語学習者向けに
Special English（特別英語）による放送がある。ス
ピードもゆっくりなので聞きやすい。
●NHK の各種語学番組

昔からある語学学習の定番。テレビやラジオで多
くの番組が放送されている。現在は多くの番組が提
供されているので，それぞれ学習者の目的やレベル
に合った番組が選べる。また「らじるらじる」とい
うサイトを通じて一部の番組は PC での利用が可
能。
●BBC（British Broadcast）

英国国営放送。日本の NHK にあたる。英語学習
者にも参考になるページも多く，トップページの
「Word in News」をクリックすると，音声とスク
リプトが両方無料でダウンロードが可能。
●TED

様々な分野における著名な人の講演を集めたウェ
ブサイト。トップページの「Talks」をクリックす
ると，いろいろな人の講演を聴くことができ，講演
によってはスクリプトだけでなく翻訳を見ることが
できるものもある。興味深い内容のものが多く，自
然な英語なので講演の英語に慣れるのにとても良
い。
●ABC ニュースシャワー

ABC ニュースを使った１回５分間の動画。初め
に英語字幕付きでニュースが流れて，その後日本語
字幕付き，字幕なし，キーワードの説明という構成
になっている。ニュースなので旬な話題を通して英
語の学習ができる。
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●english-test. net
TOEIC，TOEFL はもちろん，様々な英語の試験

の練習問題や教材が紹介されている無料のウェブサ
イト。無料でこれだけの教材が紹介されているサイ
トは少ない。継続的に活用するのはもちろん，空い
ている時間にちょっとやってみるのも楽しい。

５．おわりに

「なんで英語やるの？」という質問に対し，自分
自身に改めて「なんで英語をやってきたの？」と問
いかけてみた。始めは「いろんな国のこと（正直最
初は英米が中心でした）を知りたい。そのためには
語学が必要だ。」という単純な理由だったと思う。
しかし英語を勉強していくうちに，その難しさや奥
深さを感じるようになり，また英語を学ぶことに
よって自国の文化や言葉の素晴らしさも実感するよ
うになってきた。英語を通して初めて見えてくるも
のがあったような気がする。

さて，自らの経験から英語（外国語）学ぶ意義は２
つあると思う。１つ目は，英語の存在意義の変化で
ある。かつてアジアの１小国に過ぎなかった日本
も，経済・文化等，あらゆる面において，日々世界
中の国々の人たちと関わりをもつようになった。ま
た近年は数多くの外国人が日本を訪れ，或は暮らす
ようになり，そういう意味では，英語は「英米人の
言葉」という役割はすでに失い，『世界共通理解用
言語』としての役割を担っているのである。今後英
語を母語としない人同士が，英語をコミュニケー
ションのツールとして用いて意思疎通を図る。そう

いう点で「英語は必要不可欠である」と言わざるを
得ないだろう。このことはあらゆるジャンル，もち
ろん歯科医学界においても例外ではない。是非英語
圏以外の人と英語を通じて話す体験を，また世界に
は様々な英語があることを実感してほしい。

２つ目に私は英語（外国語）を学ぶことは“自己発
見”だと考える。人生の中で「英語を学ぶ」という
ことは，「自らの可能性を広げて，その人の人生を
豊かにしてくれるもの」である，と私は思う。よく
言われることであるが，「言語を学ぶ」というのは
「文化を学ぶ」ことである。外国語の学習を通じて
日本が見えてくる。そんな視点をもって学生たちに
は英語を勉強していってもらいたい。

今回このような機会を与えていただき，私の限ら
れた経験の中から私なりの考えを述べさせていただ
いた。少しでも参考になる部分があったら幸いであ
る。語学学習に終わりはない。これからも少しずつ
歩みを進めようと思う。

最後に私が心がけている言葉でまとめることにす
る。これは英語学習に限らず，すべての分野に当て
はまることだと信じている。

Think globally. Act locally.

足元をしっかりと見つめつつ，大きな夢に向かっ
て進んで行ってほしい。

連絡先：〒１０１‐００６２ 東京都千代田区神田駿河台２－９－７
東京歯科大学英語研究室 森田雅義
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