
．はじめに

昨今、学校における教育機能の低下やいじめ、不登校、自殺といった問題をはじめ、無気

力・自己喪失感などを訴える者の増加、また、社会においては、ニートと呼ばれる成人や生

きがいを喪失する若者の増加といった現象がクローズアップされている。

高校生の意欲に関する調査報告書 （財団法人日本青少年研究所 ）では、日本、

米国、中国、韓国の カ国の高校生を対象に 進路と希望 生活意識と人生目標 など

項目についての調査結果を公表しているが、たとえば、質問項目 自分のこれからの人生の

方向をじっくりと考えておきたいか については、 ぜひそうしたい と回答した高校生は

日本 ％、米国 ％、中国 ％、韓国 ％であった。また、 なんとなく疲れてい

ると思うか については、 よくある と回答した者が、日本 ％、米国 ％、中国

％、韓国 ％で、 常に新しいことに挑戦する では とてもそう思う と回答した

者は、日本 ％、米国 ％、中国 ％、韓国 ％であった。この結果から、他国と

比べ、日本の高校生の将来に対する展望の希薄さ、疲弊しがちな現状、未知への挑戦に対す

る消極的な姿勢の一端が垣間見られる。

青少年に関わるこのような社会病理、教育病理に対し、我々教師は真摯な姿勢で対策を講

じなければならない。 そのひとつの方策として、筆者は、従来からの能力主義、競争原理

に基づく教育体制のなかにも、学習者一人ひとりの人権を保障し、豊かな人間性・社会性の

育成、自己実現を支援する、いわゆる 人間理解 のための教科指導の重要性を訴えてい

る。

このような思想を包含する教育は、過去において 人間性教育 （

）と称され、知性偏重の教育に対するアンチテーゼとして、アメリカでは 年代初

頭に、日本では 年代後半に提唱された。 また、この教育思想は外国語教育にも応用さ

れ、従来の文法訳読主義、オーディオリンガル的な教授法に対する批判として、カウンセリ
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ング理論を根底にもつ や などの 人間

主義的外国語教授法 が生まれてきた ）。

我が国においても、この人間主義的外国語教授法は、約 年前に提唱されたものの、決し

て体系化されることはなかった。一方、知性主義に特化してきたわが国の英語教育では、文

部科学省による平成 年度教育課程実施状況調査結果が明示するように、英語学習に対する

理解・意欲の面から多様な課題が浮上している ）。

文部科学省検定済教科書にも課題が散見される。長谷川、犬塚、足立（ ）は中学校検

定済教科書 種を分析し、三浦（ ）によるコミュニケーション活動の 意味 の違いに

より分類された つのレベルが、全コミュニケーション活動に占める割合について分析して

いる。その結果、 種の教科書で レベル 、つまり 人間的な価値をもつ意味の授受

を伴う活動の占める割合の平均はわずか ％であった ）。つまり、現状では、コミュニ

ケーション活動を重視しているとしても、自他の価値を問うような人間理解レベルには到底

至っていないと言ってもよい。

心のケアや癒しを求める生徒・学生が少なくない今日にこそ、英語教育においても、英語

能力の向上に加え、学習者の豊かな人間性・社会性の育成と人間的成長・生き方を支援す

る、いわゆる 人間教育としての英語教育 の在り方について考えていく必要がある。その

ためには、学習者の自尊感情や自己肯定感を高めながら、他者との関係性の中で、自己形成

を促すことが肝要である。平沢（ ）は、人間を弱い生き物だが、他方では強い自己形成

力を有する存在であると捉え、そして、自らが有する 変える力、変わる力 を自覚するこ

とで、自己概念を肯定的に変容させ、また、他者との関係作りに生かすことへの可能性を示

唆している。これらのことを踏まえ、本稿では、従来の知育重視の在り方から、個人の尊厳

を尊び、他者との関係性の中で自己実現を目指していく英語教育への概念構築について考え

ていきたい。

．外国語教授法の変遷

本節では、主な外国語教授法の変遷を概観することで 人間主義的外国語教育 がいかな

る経緯をたどり現れてきたか、そして他の教授法といかに異なり、外国語教育で何を涵養し

ようとしているのか、について言及したい。

外国語教授法の変遷を観ることは、その特定の時代の教育観、言語観、言語教育観などを

窺い知ることができると言ってもよい。いつの時代においても、その時代が要請する目的を
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） や については、個々が求める指導技術、教材の確
保、および教室設備の困難さなどにより、わが国では決して馴染むことはなかった。したがって、本稿で
の 人間主義的外国語教育 という文言は、一貫して後にとりあげる の提唱する人間主義
教育に基づく外国語教授法を指すこととする。
）文部科学省は、中学校においては学年が進むにつれて英語が好きな生徒が減少する傾向が見られるとと
もに、授業が分からない生徒の割合が他の教科と比べて高い傾向が見られる、と報告している。
）レベル は 記号的意味の授受 、レベル は 場面や文脈に適合した意味の授受 、レベル は 伝達
ニーズのある意味の授受 を軸とした活動であり、それぞれの活動の全コミュニケーション活動に占める
割合の平均値は、 ％、 ％、 ％であったと報告している。



人間学的英語教育の概念構築への一考察（加賀田）

達成するためのより効果的な方法論（指導方法や学習方法）が研究され実践されてきた。外

国語教授法における理論も言語学、心理学、社会学、教育学、文化人類学など関連諸科学か

らの影響を多分に受け実に学際的である。

歴史を辿れば、わが国の英語教育は江戸時代末期に始まったとされる。当時は専ら外国人

から教授されていた経緯があり、言語観に乏しい素朴な オーラルメソッド がとられてい

た。しかしながら、教育事情が整備・改善され、そして日本人教師から教授される機会が多

くなるにつれ、 文法訳読式教授法 （ ） が現れる。文法を

演繹的に提示・説明し、外国語を母語に、また母語を外国語に翻訳する過程を通じて言語習

得を目指す方法であるが、音声面の学習や言語運用能力を育成するには不慣れな教授法であ

る。

しかしながら、大正 年（ ）に文部省（当時）の英語教育顧問として来日したイギリ

ス人言語学者パーマー （ ） により、わが国ではじめての近代的な外国語教授

法である オーラルメソッド （ ） が開発されることになる。この教授法で

は、外国語学習も幼児の母語習得過程に倣い、初期の段階においては専ら口頭作業に重点を

置き、その後、読む・書く活動へと移行する。また、目標言語を使用して教授するといった

点で直説法 （ ） と言ってもよいが、必要に応じて母語の使用を認めてい

る点で異なる。

戦後は、まずアメリカの構造言語学からの言語観、行動主義心理学からの思想を支柱とし

て発達した オーディオ・リンガルメソッド （ わが国では

オーラル・アプローチ」（“ ”） とも称される）が提唱され、この教授法

は、特に初期学習では口頭練習を主としながら、文構造や文法規則に注視することを重視し

ている。目標、教材、指導法は厳密にプログラム化され、母語と目標言語との違いを比較分

析し対照言語学からの成果を多く取り入れた指導がなされ、言語学習における習慣形成に有

効な模倣記憶練習や文型練習の役割を重視している。

しかしながら、この構造主義・行動主義理論に基づいたオーラル・アプローチも、 年

代には変形文法理論や認知心理学的立場から厳しく批判され、この両者が結合した学習理論

である 認知主義教授法 （ ） が提唱される。そのひとつがキャロル

（ ） が考案した 認知学習理論 （ ）であ

る。この理論に基づく教授法は、学習者は繰り返しや習慣形成的に言語を習得するのではな

く、学習者の言語についての生得的な理性（内在的な言語能力）を働かせることが言語習得

の本質であるという仮説に基づいている。

その後、構造中心で意味・伝達内容の授受を軽視している現状が疑問視され、学習者の言

語運用能力の育成を目標とする コミュニカティブ・アプローチ （

） や言語運用能力の育成のためには学習者中心でなければならないとし、学習

者の心理やクラス内での人間関係の研究を含む心理学・精神力学からの影響を受けた 人間

主義的教授法 （ ） が現れる。

前者の コミュニカティブ・アプローチ については、かなりの研究がなされており、今

日のわが国における主たる指導法と言ってもよい。 年代には、ヨーロッパ協議会のウィ

ルキンズ（ ）によって従来の教授法の不備を補うため、 概念・機能シラバ



ス が提唱され、後にコミュニケーション能力の育成を重視する コミュニカティブ・ラン

ゲージ・ティーチング （ ） が考案されるようにな

る。この指導法では伝達場面や目的、対人関係に即する言語機能の適切性について着眼し、

また、個々の文の文法的な正確さよりも伝達内容を重視する、すなわち、伝達目的の実現に

むけての伝達行為そのものに焦点が置かれている。

一方、後者の 人間主義的教授法 は、 年代にマスロー（ ）やロ

ジャーズ （ ） らを中心にアメリカで結成された人間性心理学（

）からの諸理論の一翼を担うもので、日本では教育一般に 人間主義教育 と

して 年代後半に提唱され、外国語教育にも応用された経緯がある。この理論の背景に

は、 学習 というのは、全人格的なものであって、知性による行動以外の感情なども含め

た人間全体の行動である という考えがある（高見 、 頁）。この教授法では、学習を

行動主義的な単なる 刺激 反応 の練習や認知主義的な捉え方だけで説明するには不十分

であり、学習場面に学習者の自己のすべてを関連そして意味づけする全人的なものとして捉

えることが求められる。すなわち、学習者自身の人格や学習特性を尊重しながら、学習者の

知識や認知的な能力 （ ） を高めると同時に、学習者が備えている情意

面 （ ） を最大に配慮、統合して学習効果を高めることが肝要であると

する。ここでの教師の役割は、学習者の心理を理解し学習に対する不安や緊張といった情緒

的障害を取り除きながら、学習者に共感と安心感を与えること、また自由な精神活動を可能

とする相互の信頼関係に基づいた健全な学習風土を形成することにある。

このようにわが国における主な教授法の流れを観ていくと、構造言語学、行動主義心理

学、認知主義理論を反映した教授法に見られる、いわゆる 人間不在 （ ）

の教育から、人間主義的外国語教育に見られる 人間中心 （ ）の教育へと転

換してきていることが分かる。しかしながら、遺憾にも、我が国においてこの人間中心の外

国語教育は十分浸透することはなかった。

．人間主義教育と人間主義的外国語教育

本節では先ず、人間主義的外国語教育の発祥の経緯を概観してみたい。先述したように、

その源流は人間性心理学にある。人間性心理学は心理学の第 勢力と称され、第 勢力の

行動主義心理学 、第 勢力の 精神分析 とはその本質を異にする。行動主義心理学で

は、人間の認識や感情のような内面性を一切排除し、専ら観察可能な行動を分析の対象とし

ながら自然科学的方法論、機械論的信念に浴する。一方、精神分析では、無意識のダイナミ

ズムを研究対象とし、基本的には人間の行動は無意識の欲求の充足と不満によるという心的

決定論を唱えている。しかしながら、この つの勢力は、人間の内面で起こりうる現象や生

きがいなどについて解明することは困難であり、そこで、 年代後半に、 を筆

頭に第 勢力と称する 人間性心理学 が結成され、この勢力は前 勢力に 異を立てると

いうよりも、それらを包括し、しかもそれらのもつ欠点をもたないまったく新しい第三の心

理学をうちたてようとする ものであった（畠瀬 、 頁）。この勢力のもとで
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は、人間を主体的に意志し、自己実現を求める存在として捉え、研究方法としても専ら現象

学や現象記述的研究手法（対象の主観的世界の記述）を用いている。

このような人間性心理学が包含する諸概念は教育領域においても応用され、 人間主義教

育 と呼ばれる教育が風靡するようになり、アメリカでは 年代初頭に、日本では 年

代後半に提唱され始めた。

まず、 人間主義 （ ） という概念についてであるが、 （ ）は、

その構成要素として、（ ）感情 （ ）、（ ）社会的関係 （ ）、

（ ） 責 任 （ ）、（ ） 知 性 （ ）、（ ） 自 己 実 現

（ ）の つをあげている（ 頁）が、（ ）と（ ）は認知領域

を、（ ）、（ ）、（ ）は情意領域および相互作用領域を意味していると言ってよい。こ

れらの概念を基調とし、縫部（ ）は第二言語教育は次の つの教育的価値、すなわち

自己同一性 自己概念 自尊感情」 対人関係」 教科の習得 についての実現を目的と

し、さらにカリキュラム化する場合、 目標言語学習 集団参加と対人関係 自己理解と

自己の発達 を支柱として掲げている（ 頁）。この つの柱は、 人間主義的外国語教育

の先駆者として知られる （ ）や （ ）に見られる指導目標と共

通するものである。そして、縫部はカリキュラム理論としては、概して進歩主義を発展させ

た現代的ヒューマニズムに基づくが、古典的ヒューマニズムや再編主義を必要に応じて部分

的に取り入れることを提唱している。

ここで、人間主義的外国語教育の先駆者として知られる の人間主義思想を取

り上げてみたい。 は著書

のなかで、 人間主義教育 とは、学習者の人格的発達、自己受容、他者受容と関わ

り、学習者を より人間的 にならしめることを課題とし、それは、知的領域と感情領域か

らの全人教育を意味している。また、教育内容には学習者の感情、体験、記憶、希望、切

望、信念、価値、空想を関連づけ、自己発見、自己内省、自尊感情を視野に入れながら、自

他の長所や肯定的な資質を関わらせることで、人間主義教育の究極の目的としての学習者の

自己実現 を支援することにある、として捉えている。

また、 は外国語教育と自己実現との関わりについて次のように述べている。

同様に、 は同掲書で、外国語教育を実施するにあたり、人間主義教育からの

前提条件として次の 点を挙げている。



このような条件を考慮しながら外国語プログラムを構築することで、学習者の動機付けを

高め、さらには、学習者を人間かつ個人として公正に評価・支援することが可能となると述

べている。

このような人間主義的外国語教育における成果としては、 学習意欲の向上 伝達能力の

向上 自尊感情の高揚」 他者受容に対する態度の向上 等、その有効性が多数の文献にお

いて報告されている（ 縫

部 ）。

．人間学的英語教育

では、これからの人間主義的外国語教育を考えるにあたり、第 節で見てきた、主として

アメリカで確立された諸概念を社会的・文化的に異なる教育風土を有する我が国の英語教育

でいかに応用可能か解明していく必要がある。

筆者は、これからの英語教育を 人間学的英語教育 （“

”） と称し、その目的を単に 言語習得 に置くだけではなく、人間という

存在を多角的に追求し理解しようとする 人間理解の促進 のための英語教育として捉えて

いきたい。

しかしながら、あらかじめ断っておくべきことは、米国での人間主義的外国語教育では、

どちらかと言えば、認知領域よりも情意領域に重点が置かれる印象が強いが、入学試験や資

格試験対策のための学習が 隠れた 英語教育の目的となっている我が国の特殊性（犬塚・

三浦 、加賀田、小磯他 ）や外国語教育では、やはり当該言語そのものの習得を

優先することが望ましいとする実情を踏まえると、認知領域の学習を第一義としつつも、情

意領域の扱いについては、認知領域との調和を図りながら、学習活動や言語活動のプロセス

を通して意識的に扱うなかで、結果として、学習者の人間理解についての深化を目指すこと

が妥当であると考える。
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そのためには、これまでの英語教育の有する 教育理念 指導目標 指導内容 指導

方法」 評価 を 人間理解 を基調として、脱・再構築する必要がある。そこで、筆者の

考える人間学的英語教育について、上記の つの観点からその概要を以下に示したい ）。

人間学的英語教育の理念

希薄な人間関係、人間性の喪失、教育の荒廃が叫ばれる昨今、英語教育においては、英語

能力の向上に加え、これまで以上に 関係性 を軸とした授業づくりを構築し、異なる価値

観を有する他者との交流を積極的に図り、心を開いて理解しあう態度、およびコミュニケー

ション能力の育成を図ることが益々必要となる。このような資質や能力を育成することで、

今日の加速度的に進展するグローバル社会における様々な課題に対し、国際的視野を持ち、

他者と相互に協力しながら現存する国内外の様々な課題解決に向けて積極的に関わることが

できる日本人の育成が可能となる。すなわち、英語教育においても民主的で平和な社会構築

に貢献する日本人を育成することがこれまで以上に重要な使命となる。

指導目標

言語技能の習得

学習段階に応じて、身近な話題から抽象度の高い話題について、英語を使って情報や意

向、意見などを聞いたり読んだりする能力、また、自分の意見や気持ちを話したり書いた

りする能力を総合的に育成する（中学・高等学校の言語材料については、原則、各学習指

導要領に準ずるものとする）。

人間理解への態度の育成

にあげる 指導内容 に基づき、学習者の豊かな人間性・社会性の育成と人

間的成長・生き方について積極的に考えようとする態度を育成する。また、自己や自文化

に対する理解を深めるとともに、他者や他（多）文化に対し心を開いて理解・尊重しよう

とする態度を育成することで、人権・平和・生命などを尊重する態度や 人間 そのもの

に対する理解を深めようとする態度を育成する。

関係性の育成

協働学習などを通して、異なる価値観を有する他者と積極的に交流する機会を頻繁に与

えることで、協力し合う態度を育成し、 かかわる ことへの大切さ、楽しさ、喜びを体

感させる。

関心・意欲・態度の育成

英語や外国の文化、価値観について関心・意欲を高めたり、相手の考えや気持ちを汲み

取り、自分の考えや気持ちを積極的に表現しようとする態度を育成する。また、学習者の

特性や学習スタイルに応じた学習方法や学習態度を身につけさせる。

指導内容

ここでは、 題材 に重点をおき考えてみたい。

題材は、 にあげた指導目標を達成するための要となる部分である。学習者の発

達段階に即した題材、興味関心に即した題材、世界観の広がりを考慮したグローバルな題材

）ただし、現段階ではかなりの未熟さを呈していることは払拭できないが、今後研究を重ねるうえで改善
していく必要があることを付言しておきたい。 つの観点については、樋口他（ ）を参照した。



に加え、豊かな人間性・社会性を促す題材、人間的成長を支援する題材を選定することが大

切である。また、目的論的観点からみると主として知識や価値を教示する 伝達・納得型

題材と学習者の批判力や創造力を育成する 受容・創造型 題材を統合的に扱うことが肝要

である（伊藤 ）。

具体的な題材設定については、現時点では、学習指導要領 道徳 の内容項目に記載され

ている 関係性 を鍵概念とする から の内容項目をもとに設定していくことが有効であ

ると考える ）。以下、その題材例を示す。

主として自分自身に関すること

自己の洞察・内省を促し、個性を伸ばしながら理想の実現や自分の生き方を考えさせ

るもの

［題材例］ 生活習慣、心身の健康、調和のある生活、目標設定、希望、勇気、不撓不

屈、自律、自主性、誠実、責任、真理・真実の追求、理想の実現、自己の

向上、個性の伸長、など

主として他の人とのかかわりに関すること

それぞれの個性や立場を尊重し、相互に支えあっていることを認識させ、温かい人間

愛の精神を深めさせるもの

［題材例］ 礼儀、時と場に応じた適切な言動、人間愛、思いやりの心、友情の尊さ、

信頼、異性への理解、他者の人格尊重、他者の個性や立場の尊重、多様な

見方や考え方、寛容な心、謙虚さ、他者からの善意や支援、感謝、など

主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること

生命の尊さを理解したり、自然を愛護し、美しいものに感動する心をもち、人間の力

を超越するものに対し畏敬の念を深めさせるもの

［題材例］ 生命の尊さ、自然、畏敬の念、人間のもつ強さや気高さ、生きることへの

喜び、など

主として集団や社会とのかかわりに関すること

社会の秩序や規律を高め、差別や偏見のない社会の実現への意識を高めさせるもの、

また、自己が属する様々な集団の意義について理解を深めさせるもの

［題材例］ 法の遵守、自他の権利、義務、秩序・規律、公徳心、社会連帯、よりより

社会の実現、正義、公正・公平、差別・偏見、集団生活、勤労の尊さや意

義、奉仕の精神、公共の福祉、家族・家庭生活、学級・学校生活、地域社

会、郷土、愛国心、伝統、国際貢献（世界平和・人類の幸福）、など、

なお、ここで留意すべきは、常に 教科の倫理 を大切にしながら題材の設定を行い、何

をいかに扱い、学習者をどのように育てていくかを念頭におきながら授業の中で題材を適切

に生かすということである（平沢 ）。
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）平沢（ ）は関係性について 人間はさまざまな他者との出会いや関係を育てることによって、いっ
そう発想や人生の選択肢が豊かになり、ひいてはそのことが豊かな自己実現や幸福追求にもつながってい
く （ 頁）と述べ、このような考えがまさしく 多文化共生 という考え方の根底にある人間観である
と捉えている。
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指導方法

指導手順 および 指導にあたっての留意点 からなる。人間学的英語教育において

は、どうしても自己や他者との対話を通じて、自己開示や情意表出の機会を伴うことが生じ

る。このことを踏まえ、指導手順については、これまでの人間主義的外国語教育からの指導

理論およびカウンセリング理論を基本原理とし、筆者独自のモデルを拙論 学習者の情意表

出を促す指導の試み （ ）のなかで提示した。このモデルは、 の明確化と教

師の自己開示 、 リラクセーション 、 中心の言語活動 、 相互覚醒・分

かち合い 、 自己覚醒・自己対話 、 要約 の 段階からなる ）。また、指導にあ

たっての留意点は以下の通りである。

教師の役割と態度

教師は指導者であると同時に、協同学習者、ファシリテーターであることを自覚し、教

え込むという態度ではなく、常に学習者に 気づき を意識させる態度で臨む。また、

教師は学習者一人ひとりを全面的に受容、尊重、共感しようとする温かい態度、学習者と

共に学び、考え、高まろうとする態度で学習者とかかわる。

教師の自己開示

教師は学習者に一人の人間としてありのままの姿を積極的に開示することに努める。こ

こで留意すべきは、決して自分の考えや価値観を学習者に強要するような態度を見せては

ならない。

学習者の自己開示

可能な限り、学習者が自己開示できるよう指導・支援するが、同時に学習者には

する権利があることを告げる。 自己の内的世界の表出にどうしても躊躇しがちな学習者

もいる。 我々には自己を防衛する権利があることや、それに基づく学習者の選択の意志

を教師も尊重していることを伝達する。

教室風土

学習者の人権が十分保障された支持的・援助的・開放的な教室風土作りに励む。このこ

とは、学習に対する不安を軽減するとともに、学習意欲の喚起へとつながる。

（課題）

常に学習者の人間的成長について意識させる前進的思考の形成を促す課題を用いる。換

言すると、学習者に脅威感を与えない 、自尊感情や自己肯定感を高めるような心理

的配慮が充分なされた を用いる ）。

協働学習の推奨

ペアワーク、グループワークなどの協働学習を積極的に取り入れ、他者とのかかわりを

意識させる。関係性のなかで、学習者は既存の価値を再構築したり、新しい価値を発見し

たりする機会を持つ。また、相互啓発へと進展し、学習者の自己の確立へとつながる。

）各段階の理論的背景については、加賀田（ ）を参照されたい。
）学習者の自己探求・自己実現を促す に関しては、加賀田（ ）で心理学的視点からその特徴を
つあげ、それぞれについて考察している。 つの特徴とは、 学習者の いま、ここ での情意面を関わ
らせる、 学習者の自己概念を高める、 他者との関係性を意識させる、 学習者の自尊感情や自己効力
感を高める、 学習者の前進的思考を高める、 学習者の価値観を明確にする、であり、それぞれに対し
具体的なタスク例を挙げている。



評 価

評価方法 および 評価にあたっての留意点 からなる。人間学的英語教育における評

価方法については、 自己評価 が最も相応しいと考える。学習者に自己の学習活動や目標

の達成度を評価させることは、学習者自身の学習に対する管理意識・責任意識を高めさせる

ことを意味し、自律性や自己教育力育成への一助となりうる （

）。具体には、課題を与える前に、自己評価シートを配付す

る。事前に評価項目を示すことで、学習者はどの部分にどの程度の努力を要するかを常に意

識しながら課題に取り組むことができるからである。

一方、教師による評価を実施する際には、学習者一人ひとりの学習特性や傾向に配慮する

という点から、学習者自身が設定した目標に照合し解釈する 個人基準準拠評価

（ ）を重視する。 個人内差異の特徴を知ることが個

性教育の第一歩であり、このような個に応じた評価を通してこそ、標準テストや定期テスト

では見えにくい学習者の真の学びや成長が現われてくる。評価についての理論的背景および

その具体例については、拙論（ ）で論じている。評価にあたっての留意点は次の通りで

ある。

達成感や成功感を与える評価

発表の機会を多く設定したり、個に応じて肯定的なフィードバックを積極的に与えたり

することで、学習者に達成感や成功感を味わわせることが大切である。

自尊感情や自己効力感を高める評価

学習者の不十分な面も補いつつ、 できているところ、得意な面、よさ をより強調し

承認する評価を実践することで、学習者の自尊感情や自己効力感を高める ）。言語面の習

熟に遅れている学習者には、主として内容面の気づきに対し教師が受容・支持する姿勢を

示しながら評価する。

多様な評価方法によって客観性を高める評価

自己評価に加え、相互評価、テストによる評価、教師による個人基準準拠評価、また、

個々の学習者が学習状況を記録した学習記録やポートフォリオなどを活用することでより

客観性の高い評価を行う。

関係性の評価

ペアワーク・グループワークを行うなかで、他のメンバーとの協力の様子を教師が観察

し評価する。また、協働学習に関するアンケートなども積極的に実施しながら、個々の学

習者の関係性について理解、評価する。
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）野崎・平沢（ ）は、セルフ・エスティーム（ ）のもつ意義について文献調査を行い、 肯定的な
世界観と 生きる力 のための 、 他者尊重（人間理解）のための 、 自己の確立（日本人として
のアイデンティティ）のための 、の つに類型化しているが、筆者の考える英語教育の目的はまさに
この 点を包含している。



人間学的英語教育の概念構築への一考察（加賀田）

．今後の課題

最後に、 人間理解 を目的とする英語教育の情意領域に関する今後の課題について考え

ていきたい。 つ目は、我が国の教育基本法には教育の目標として 人格の完成 が謳われ

ている。このことは、我々教師には教科英語を通して、学習者を生涯にわたり自己実現を目

指す自立した人間に発展完成させるための教育を施す義務と責任が課せられていることを意

味する。しかしながら、これまでの英語教育の人格形成的側面への寄与はきわめて脆弱で

あったかのように思われる。したがって、今後英語教育に問われることは、学習者の 人格

の完成 にいかに寄与できるかということである。

つ目は新教育観では、昨今の児童，生徒、青少年に見られる非なる行動を鑑み、 道徳

教育の充実 が重点項目のひとつとしてあげられ、新学習指導要領の 指導計画の作成と内

容の取り扱い には、教科ごとに、道徳教育の目標に基づきその示す内容について、教科の

特質に応じ適切な指導をするとある。道徳教育の目指すところが 道徳的な心情、判断力、

実践意欲と態度などの道徳性の育成 にあるとすれば、英語教育でいかにこの 道徳性 を

育成できるか考えていく必要がある。

つ目は 外国語 の指導目標のひとつに 言語と文化の理解 がある。これは当該外国

語の言語学的な知識理解に加え、文化理解には 自己・自文化 を含む 他者・他（多）文

化 の理解が含まれる。したがって、英語教育においては、自他文化についての理解に加

え、いかに自己・他者理解の促進がなされ得るかについても問われることになる。

つ目は 人間理解 の実現を目指す過程においては、自己の気持ちや考えを表出し合う

ことが不可欠となるが、母語では表現しにくい気持ちや感情を、多くの日本人学生にとって

第二言語である英語ではより直接的に、かつ素直に表現できる可能性を秘めていると筆者は

感じている。この点については、現段階では仮説にしかすぎないが、筆者の担当するクラス

で あなたが英語を話すとき、日本語で話すときと比べて自分自身について気づいたことが

あれば自由に書いてください という自由記述を求めたところ、上位群・下位群（習熟度

別）ともに 英語の方がストレートに表現できる （上位群 ％・下位群 ％）という

回答が最も多くあげられた ）。この理由については、 （ ）が指摘する文化コン

テキストの違いが影響していると考えられる。すなわち、日本文化のように 高コンテキス

ト文化 では曖昧な表現を好み、アメリカ文化のように 低コンテキスト文化 では単刀直

入に表現することを好む傾向があること、また、松本（ ）が述べるように、日本のよう

な 調和志向 型文化では、可能な限り相手に適応するために婉曲で曖昧にする傾向がある

一方、異質なものが混在しているアメリカのような 主張志向 型文化では、本音をはっき

りさせる傾向があることと何らかの関係があると考える。仮に 言語が異なればその話者の

思想も世界観も異なる といった言語相対論仮説が正しければ、とりわけ、上記の回答者は

）次いで 英語が話せないから分からない であった。また、 英語を話すときには明るくなる 英語を
話すときにはジェスチャーが多くなる 英語で話すときには不安になる、緊張する 感情を表現すると
きには英語、何かを説明するときには日本語 があげられた。 英語では語彙や表現に限りがあるので、
どうしてもダイレクトな表現にならざるを得ない という回答も見られた。



両文化の思考・志向性の違いによるコミュニケーション・スタイルや言語表現の差異を感得

しているのかもしれない。このことについては今後更なる研究を必要とする。

本稿では、学習者の人間理解を目指す 人間学的英語教育 の概念構築に向けて筆者の現

時点での考えと課題について述べてみた。まだまだ成熟の余地があることは認めざるを得な

い。今後は、国内外における国語（言語）教育をはじめ、人権教育、道徳（価値）教育、国

際理解教育などの領域からその指導の在り方を研究し、人間学的英語教育における更なる概

念構築を目指していきたい。
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