
 

 

神田外語大学 英語教育公開シンポジウム 

これからの英語教育 －ポジティブに可能性を探る－ 

第 2 部 （9 月 21 日（日））  10:30～16:45                        於：３号館・３－３０２教室 

日本人教師だからこそできること、ネイティブ教師だからこそできること 
 
 
講演要旨 

 
 

10:45-11:30   母語の知識の活用と文法指導              桒原 和生 （神田外語大学） 

平成 25 年より実施の始まった高等学校学習指導要領の目指す英語教育では、複数の技能を統合した言語活

動の充実を図り、4 技能を総合的に育成することが求められています。また、授業を実際のコミュニケーシ

ョンの場面とするため、授業は英語で行うことが基本とされています。複数の技能を統合的に指導する教育

課程では、文法指導についても言語活動と効果的に関連づけて行うことが明確化されています。この発表で

は、新学習指導要領の目指す英語教育の特徴とその問題点について考えてみようと思います。言語活動に取

り組むだけでは養うことのできない言語感覚、習得し難い文法的知識が相当あることを指摘した上で、言語

活動の充実を図ることとは別に、学習者のもつ無意識の日本語の知識を活性化することによって意識化され

る日英語の相違点や共通点を利用した英語教育のあり方とその有用性について、「複文構造」、過去形と現在

完了形の使い分け、目的語の省略などの言語現象を題材に考察します。 
 

 
11:35-12:20   Expansive Learning and Teaching from a Socio Cultural Perspective for 

FLP: What Native and Non-Native Teachers Can Contribute       
       Tim Murphey（神田外語大学） 

I see great differences in teachers who know how to adjust their teaching abilities to learners’ zones 
of proximal development (ZPDs) and those that do not have this ability well developed. I do not see 
this as dependent on whether one is a NS or NNS. We can call one’s ability to adjust to different 
learners and circumstances as their zones of proximal adjusting (ZPAs) that can vary greatly 
depending on the circumstances. A person with a large ZPA generally can inspire expansive learning 
and socio-cognitive conflict such that it enhances learning rather than avoidance. Every learning 
situation is a social situation in which we socio-cognitively interact and are able to provoke 
expansive learning through guiding someone (and possibly ourselves) toward socio-cognitive 
conflict. My best example (several provided) involves giving students tasks of teaching something 
that they have just recently learned to others outside the classroom (family, friends, etc.).   
  



 

13:30-14:15    英語非母語話者としての特権を認識し最大限に活用しよう    

白畑 知彦（静岡大学） 

英語を教える教員としての英語母語話者（中学、高校では ALT、以下 NES）には利点も多いが、日本人教

師(以下 JTE)にも利点は多い。英語を自由に操る NES は生徒にとって憧れの存在であるが、一方ですぐには

到達できそうにない遥か彼方の目標でもある。一方、目の前で英語を使う JTE は、生徒が自分でも頑張れば

なれそうな身近な存在としてのモデルでありうる。そして、JTEは自分が英語を学習してきたという英語学

習の先輩であるということ。そのため、英語学習の何が難しく、どこにつまずきやすいのか十分に経験し理

解しているということ。そのような先輩英語学習者としての経験を授業に活かせること。さらに、明示的に

文法指導ができたり、母語を使用した英文解釈、ライティングが可能なことも便利点であることをお話しし

たい。そのためには、やはり、JTEは言語としての英語のみならず日本語についても知識を深めていかなく

てはならない。 

 

 

14:20-15:05   うまくいかない学習者を理解する ～表現方法の転移をめぐって～ 

梅原 大輔（甲南女子大学） 

 日本人の英語教師が学習者を指導するメリットの一つとして、教師自身が外国語として英語を学び習得し

てきた経験を持っていることがあげられる。教師の経験は学習者のつまずきを理解する助けになりうるが、

一方で教師が「よい学習者」であった場合には、自身の学習経験を無意識に一般化してしまう危険もある。

「うまくいかない」学習者が持っている英語に対する意識を直接、間接に拾い出し、教師の間で共有するこ

とが重要であろう。 
 本発表では、英語と日本語の主語の違いに焦点をあて、異なるレベルの学習者が主語について実際にどの

ような認識を持っているのかを、大学生を対象に行った調査結果から紹介する。日本語に見られる「主語」

と「主題」の違い、「性格がおとなしい」のような日本語の「指定文」の特徴を説明した上で、学習者が持

っている文法の意識を取り出し、母語の影響がどのように見られるのかを確認していきたい。 
 対象言語の文法を明示的な指導なしにインプットだけから習得できるのか、という問題についてはさまざ

まに異なる立場があるが、この点についても議論するきっかけとしたい。 

 

 
15:10-15:55     Teacher and Advisor Roles in Language Learning  

Jo Mynard（神田外語大学） 
Advising in language learning can be defined as the way in which an educator works with an 
individual in order to help him or her to become an autonomous language learner (Carson & 
Mynard, 2012). An autonomous language learner is a person who has a deep level of awareness of 
learning processes and is in charge of his or her learning. Advising stimulates reflective processes 
and can lead to shifts in thinking and increased autonomy. There may be a degree of overlap in how 
teachers and learning advisors promote autonomy inside and outside the classroom, but there are 
also some differences. The advising role calls upon specialist practices, skills and discourses that are 
distinct from teaching. The presenter will describe the roles in terms of aims, practices, skills, 
discourses and locations, and show how both native and non-native speakers of the target language 
have an important role to play in fostering learner autonomy. 
 


