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1. 効果的に英語を教える方法

私は、東南アジアや南西アジアでの仕事と生
活経験を通じて、アジアにおいて、英語が異な
る第一言語を持つ者どうしをつなぐコミュニケ
ーションツールとなっていること、また教育が
民族的マイノリティーをはじめとした社会・経
済的弱者のエンパワーメントの原動力となり得
ることを知った。そうして英語と教育の両方に
惹かれた私は、2006年の2年前の2004年に英語
教育学の修士課程を修了し、2005年に博士課程
に進学した。当時はまだ、中学英語教師を目指
すか、あるいは別の形態の英語教師を目指すか
について決めかねていた。しかしいずれにせよ、
修士課程修了のみでは英語教員としての知識が
不足していると感じていた。そのため、博士課
程で英語教育を学べば効果的な英語指導を行う

ことができるようになると考え、非常勤講師と
して働きながら博士課程に進む道を選んだ。そ
のような経緯もあり、当時の研究上の関心は「効
果的に英語を教える方法」であった。
しかしながら博士課程に進学してほどな
く、教育効果の優劣を比較するような研究を
教室で行うことは困難である、ということを
理解しはじめた。例えば「Aというメソッド
のほうが、Bという既存のメソッドより効果
的である」という仮説の元にそれを検証しよ
うとしても、それら2つのメソッド以外のす
べての因子をコントロールして実験を行うこ
とは極めて難しい。そもそも授業を受ける学
習者は均質ではないし、かなり大人数の被験
者をA群とB群とに分けて実験を行ったとして
も、被験者たちの行動を24時間コントロール
することは（彼らを長期間監禁状態にでもお
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かない限り）不可能である。英語の授業時間
は被験者達の1日のうちのほんの一部分であり、
被験者たちは授業外で英語に接する可能性も高
い。そうなると、treatmentとしての授業メソッ
ドが効果的であったのか、あるいは授業外の他
の要因が結果に影響を与えたかの判断がしづら
くなってしまう（授業外の影響をコントロール
するために、被験者に授業外での英語学習を禁
止することは、倫理的に問題であろう）。
また、何をもって「効果的」と判断するかと
いう点も議論の余地がある。例えば、被験者に
肉体的・心理的な負担をかける（例えばスパル
タ式指導）メソッドAの方がのんびりとした進
度のメソッドBより一時的には「効果的」とい
う結果が出たとしても、それは短期的な効果を
測っているに過ぎない。言語習得には何年にも
及ぶ長期間の学習を必要とするため、もし被験
者が1年後に英語嫌いになり学習を放棄してし
まえば、のんびりとではあるが長期間学習を続
けられるメソッドBの方が「効果的」ともいえ
る。さらに、メソッドAで学んだ方が多肢選択
式試験の成績UPのためには効果的であったと
しても、実際に英語を書いたり話したりするス
キルに結び付くのはメソッドBの方であったと
したら、どちらが「効果的」かは、個々の学習
者が英語を学ぶ目的によって異なってくるだろ
う。
このように「効果的に英語を教える方法」を
検証するような研究を実施することには困難や
議論の余地が多く、私は次第にそのような研究
に対して興味を失っていった。

2. 自己決定理論による英語学習モチベーショ

ン向上

（1）モチベーションと自己決定理論

どのような教育メソッドを使用したとして
も、言語習得には長期間の学習が必要であり、

そのためには、学習者が高い英語学習モチベー
ションを持つことが必要である。非常勤講師の
仕事を通じて、中高の早い段階から英語学習に
興味を失っている学生が少なからず存在するこ
とを知った私が、当初の「効果的に英語を教え
る方法」というテーマに代わって興味をもった
のは、「どのようにしたら教師は、学習者の英
語学習モチベーションを上げることができる
か」というテーマである。
外国語教育の分野で、教師が学習者のモチベ
ーションに関与する方法の研究としては、デシ
とライアン （Deci & Ryan, 1985）の自己決定理
論が有名である。デシとライアンは、教師は学
習者の（自身が自分の学習をコントロールでき
るという）自律性、（やればできるという）有
能感、（教師や他のクラスメートとの友好的な）
関係性を保証することにより、学習者の学習動
機付け、とりわけ内発的動機づけを高めること
ができると主張した（Deci & Ryan, 2000; Ryan 

& Deci, 2000）。カナダではノエルズ、クレメ
ント、ペリティア（Noels, Clement, & Pelletier, 

1999）が英語を第一言語とする学生のフランス
語学習について、また日本では廣森 （Hiromori, 

2005, 2006）が英語を学ぶ日本人学生を対象と
してこの理論の検証を行い、それぞれ一定の関
係性を見出している。私は、この自己決定理論
に基づいた授業活動を行うことで、非常勤講師
先でのモチベーションの低い学生達の学習モチ
ベーションを上げることができないかと考え
た。

（2）自己決定理論の汎用性への疑問

2004年の修士課程修了とともに、私はB大学・
短期大学と都内C中学で非常勤講師として働い
ていた（C中学は1年間のみ）。また博士課程に
進学した2005年からは、都内のS大学・短期大
学で非常勤講師として働き始めていた。

S大学の学生達はモチベーションが高い学生
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が多く、仕事はやりがいがあった。授業だけで
は不十分であるとして「毎週英語日記を書いて
くるので、添削してください」と頼んできたり、
「授業外で、TOEICのための指導をしてくださ
い」と依頼してきたりする学生もいた。そうい
ったやる気のある学生達を指導することは楽し
く、時間が許す限り無報酬で引き受けた。また、
前述した自己決定理論に基づいて、学習者のモ
チベーションを上げるような授業を目指したと
ころ、英語が苦手であっても授業に積極的に参
加してくれる者も現れ、一定の手応えを感じた。
しかしその一方で、B短期大学（注：現在は
閉校）学生の中には、授業に全く参加しようと
しないだけではなく、私が何度口頭で注意を行
っても、また自己決定理論に基づいた授業改善
努力を行っても、授業中の私語が止まらない者
達もいた。毎回、学生達に学習したいテーマや
方法を聞き、それを授業に取り入れてみたり授
業進度を調整してみたりしても、私語を行うグ
ループの者達はその学習テーマや方法選びの活
動にさえ参加せず、ただ出席し（注：授業では
出席点が成績に加味される）90分私語を続けて
いる、という状況が続いた。私は自分の教員と
しての目標と現実のギャップとに悩み、フラス
トレーションを溜めていった。
さらにそうした中で、前述した廣森

（Hiromori, 2005, 2006）の追試を学生達を対象
として行ったところ、廣森の研究結果と異なり、
学生達の自律性と学習動機づけとの明確な関係
性は認められなかった（Sugimori, 2007）。諏訪
（2005）は、すべての学習者が学ぶ主体として
の自己形成プロセスを果たしてから学校に入っ
てくるわけではないとして、学習者を元々勉強
したい主体であると想定する考えに批判的であ
るが（pp. 167-168）、私は次第に、自己決定理
論（Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000）の
汎用性に疑問をいだくようになっていった。自
己決定理論は、人は自身の学習をコントロール

したいと思うものであるということが前提とし
てあり、それゆえに教師が学習者の学習自律性
を保証すれば、それが学習動機づけアップにつ
ながるとしている。確かにそれは、元々学習意
欲をもって授業に臨んでいる学習者には該当す
ることかもしれない。しかし、そもそも学習し
ようと教室に来ているわけではない学生の自律
性を保証しても、学習モチベーションのアップ
にはつながらないのではないかと考えるように
なり、B短期大学における私の教育環境では効
果がないように思われた自己決定理論への興味
を失っていった。

3. 授業内私語の源泉

自己決定理論に代わって私が関心をいだいた
のは、何度注意されても一向に私語をやめよう
としない学生達の行動の源泉となるものは何
か、というテーマである。この源泉が分かれば、
B短期大学で担当している学生たちの私語をや
めさせることができるかもしれないと考えたの
である。

（1）社会的要因

私語をやめない学生達の行動の源泉となるも
のを説明する仮説として私がまず関心をいだい
たのは、社会的要因に理由を求める仮説である。
例えば菅原（2004, 2005）は、羞恥心こそが個
人が社会規範を重視して［その社会が想定する］
迷惑行動を回避する原動力となるとし、羞恥心
レベルが低くなる社会環境と迷惑行動の出現の
関係性を説明している。菅原（2005）による
と、羞恥心のレベルは、利害関係のない見知ら
ぬ他者（タニン）との間や親密な他者（ミウチ）
との間においては低くなるが、中間的な親密さ
の他者（セケン）との間においてもっとも高く
なり、地域共同体の崩壊した日本ではセケンの
範囲が縮小してタニンの領域が広まったことに
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より、公共の場での羞恥心レベルの低下と迷惑
行動の増加につながっているとしている （pp. 

153-167）。また菅原（2005）は、ネットの普及
や多様なサブカルチャーの広がり等により、伝
統的な共同体とは異なる「せまいセケン」が数
多く乱立し、人々はそこでの規範を守ることに
注意を払うようになっている一方、若者たちに
とって学校の規範を守ることは、優先順位が低
くなっているとしている（pp. 167-174）。迷惑
行動についてのこれらの説明を授業中の私語に
ついての説明に援用すれば、授業中に私語をや
めない学生たちは、「他者に迷惑がかかるから
私語をしない」というクラスの一員としての規
範よりも、「一緒に楽しく話をしよう」という
仲間との規範を優先するために、私語を続けて
いるということになる。諏訪（2007）もまた、
現在においてはクラスという学習空間が学習者
の生活圏のユニットとして意識されておらず、
自分の属する仲間以外は、同じクラスメンバー
や教師であっても気を使う必要のない疎遠な他
者となってしまっていることを指摘しているが
（pp. 114-117）、学生たちは、あまり親しくない
教師やクラスメート（タニンに近いセケン）に
は気を使う必要がないが、自分の仲間（せまい
セケン）には気を使う必要があるというわけで
ある。
また、授業中の逸脱行動の原因として、学生
たちによる大学という場のとらえ方の変化を指
摘する者もいる。例えば島田（2002）は、一部
の学生たちが大学を勉強するところと考えるの
ではなく、要領よく授業を受けて単位を取り、
学歴を稼ぐ場と考えるようになってきているこ
とが逸脱行動の出現と関係があるとしている
（p. 193）。
さらには、学習者の間で、自分たちは教育サ
ービスを消費するお客様なのだというお客様
意識が蔓延していることや（喜入, 2007; 三浦
, 2008; 森, 2010; 諏訪, 2005, 2007; 内田, 2007）、

大学全入時代に突入したことにより勉強の嫌い
な者も大学に進学することが可能となったこ
とが問題の根底にあるとの主張もある（三浦, 

2008）。

（2）個人的要因：感情知能

また、私語をやめようとしないのは同世代の
一部の学生のみであることから、その源泉を
社会的要因よりも個人的要因に帰するべきで
はないかと考え、感情知能（Mayer & Salovey, 

1993）と私語との関係についても関心をも
つようになった。MayerとSalovey（Mayer & 

Salovey, 1993）は、感情知能の存在を唱え、そ
れが個々人の仕事や私生活での成功に影響を与
えるとしている。彼ら（1993）によると感情
知能は、①自己の感情を正確に理解するスキ
ル（self-awareness）、②自己の感情理解を踏ま
え、自己の行動を適切にコントロールするス
キル（self-management）、③他者の感情を理解
するスキル（social-awareness）、および、④自
己と他者双方の感情理解を踏まえ、他者と適
切なコミュニケーションや関係性をもつスキ
ル（relationship management)、の4つのスキル
から構成されている。またBradberryとGreaves

（Bradberry & Greaves, 2003）は、感情知能のス
キルは固定的なものではなく、トレーニングに
よって伸ばすことができるものとしている。
私は、私語を延々と続ける学生達を観察し、
これらの学生達は、感情知能の中の「自己の行
動を適切にコントロールするスキル」や「他者
の感情を理解するスキル」をこれまで適切に身
につけてこなかったことが私語の頻出と関係し
ているのではないか、とも考えた。そして、昔
からそういった若者は同世代の間で一定数存在
したであろうが、三浦（2008）の主張するよう
に、それまでは大学教育を受けることのなかっ
たそのような若者たちも、大学全入時代に突入
したことにより大学に進学することになったた
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め、顕在化したのではないかとも考えた。

（3）私語研究の断念

一部の学生達が授業中の私語をやめない理由
について、上記社会的要因と個人的要因とを加
味したアンケートを作成して研究を行おうとし
ていたが、結果的には途中で断念することにな
ってしまった。それは私が、授業努力を行って
も一向に改善しない私語に嫌気がさし、「私語
が社会的要因によるものであろうと個人的要因
によるものであろうと、それが分かったところ
で、改善する術がなければ何の意味があるとい
うのか？」となかば投げやりになってしまった
ためである。B短期大学非常勤講師職を辞めた
後は学生の私語でそこまで苦労することがなか
ったこともあり、その後この研究のことは忘れ
てしまった（注：なお、当時と変わらず現在も
開校しているB大学（4年制）については、私
語で指導に困難を感じた経験はなく、学生達の
多くが勤勉であった旨付言したい）。

4. 英語教育を取り巻く差別

2010年からの駒澤大学GMS学部勤務に伴い、
私語に代わって私が関心をいだいたのは、英語
教育をとりまく差別の問題である。

（1）英語の使用とNative-speakerism

GMS学部における英語指導を通じて感じた
ことは、GMS学部では英語が専門科目となっ
ているだけに英語への関心が高い学生が多いも
のの、英語の使用にかかわる差別意識が学生た
ちの間に存在するのではないかということであ
る。例えば学生達の中には、「ネイティブスピ
ーカー（NS）のように英語が話せるようにな
りたい」とNSやNSの英語にあこがれを示す一
方で、英語を第一言語としないシンガポール人、
ロシア人教員の英語を「なまっていて理解でき

ない」とバカにする者も複数いた。実際には、
彼らシンガポール人教員やロシア人教員の英語
を私が理解できないと感じたことは一度もな
く、理解できないのは学生達の英語力が不足し
ているからに過ぎない。しかしそれらの学生達
は、NS教員の英語が理解できない時にはその
英語について文句は言わず、相手が英語のノン・
ネイティブスピーカー（NNS）教員となると、
とたんに理解できない原因を相手の英語のせい
にしようとするのである。
日本人学習者がこのように、英語のNSやそ
の英語よりも、英語のNNSとその英語に対し
てネガティブな態度を持つ傾向にあることは、
複数の研究により報告され（Matsuda, 2002ab; 

McKenzie, 2013; Mishima, 2009; Seargeant, 2013; 

Simon-Maeda, 2004; Yphantides, 2013）問題視さ
れている。例えばHolliday（2005）は、「NS教
師が欧米文化を具現し、そこから理想的な英語
と英語教育メソドロジーが生まれるという定着
した考え」（p. 6）をNative-speakerismと定義し
て、そのような考えを持つことを問題視して
いる。Hollidayは、英語のNSが正統性の基準と
なり英語の所有者として扱われ、NNSが英語
に欠陥のある存在であるとして扱われることを
批判したうえで、英語の所有権は英語を使用す
るすべての者に属するべきものであり、正統性
の基準は英語を使用するそのローカルコンテ
キストに準拠すべきであると主張する （pp. 6, 

12-13）。また、ホートンとリバーズ（Houghton 

& Rivers, 2013）はさらに一歩進んで、Native-

speakerismを「特定の言語の母語話者である、
もしくは母語話者ではないと認識され分類され
ることを理由として、典型的には外国語教師に
よって、もしくは外国語教師に対して浴びせら
れる偏見、ステレオタイプ、差別」と再定義し、
Native-speakerism的政策や実践は基本的人権へ
の侵害であり、問題が教室を超えて、ヒエラル
キーの押し付けを通じての人種差別、エスノセ
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ントリズム、性差別といった社会問題につなが
る可能性がある旨述べている（pp. 2,6）。

（2）「人種」と出身地域とCulturism

前述のHoughton & Rivers（2013）が示唆す
るように、英語を取り巻く差別は単純に英語の
NSかNNSかという言語上の差別だけではなく、
「人種」や出身地等の他の差別とも結びついて
いるとする指摘もされている。例えばKubota

（1998）は、英語教育におけるNSという言葉が、
人種差別や国籍差別の隠れ蓑になっていると指
摘し、日本の英語教育は、アングロサクソン的
世界観を学習者に内面化させ、英語を学ぶこと
によって欧米人になれるという幻想を日本人学
習者にいだかせ、さらには日本人の間に元々蔓
延していたアジア人を見下す態度を強化してい
る可能性があると主張する。
そもそも「人種」の分類に科学的根拠はな
いが、しばしば「人種」は存在するものとし
て語られ（Fujikawa, 2005, 2011; Kubota & Lin, 

2009）、Kubota（1998）が主張するように、複
数の研究が、日本人学習者は「白人」よりも非
「白人」に対して、よりネガティブな態度をも
つ傾向にあることを示している（Fujita, 2008; 

Hicks, 2013; Kubota, 2011ab; Kubota & Lin, 2009; 

Kubota & McKay, 2009; Suzuki, 1999; Yphantides, 

2013）。また出身地域・国についても同様に、
複数の研究が、日本人学習者は欧米出身の外国
人よりもアジア出身の外国人に対して、より
ネガティブな態度をもつ傾向にあることを示
している（Bailey, 2006, 2007; Matsuda, 2002ab; 

McKenzie, 2013; Takahashi, 2013）。GMS学生に
ついても、「アメリカ人みたいに話せればかっ
こいいけど、［アジアの英語のような］くせの
ある英語はダメ」「ハーフの子どもがほしいけ
ど、アジア人とかは絶対嫌だ」「白人と友達に
なりたいけどアジア人はちょっと」「中国人は
自己主張強いしうるさいし、常識とか守れない」

（学生インタビューより）といった彼らの言葉
を聞くと、彼らの英語のNSへの憧れとNNSへ
のネガティブな態度は、「白人」や欧米への憧
れと、アジア人とアジアへのネガティブな態度
とが絡み合って成り立っているようにも思われ
る。すなわち、「英語のNSがいい」という言葉
は単に「英語を第一言語とする者がいい」とい
う意味ではなく、Kubota（1998）が主張するよ
うに、支配者である欧米の「白人」に自らを同
一視したいという憧れと被支配者であるアジア
の有色人種への蔑視が内包されているというこ
とである。

Holliday（2005）は、こうした個人の属性に
基づく差別感情をCulturism という概念で説明
している。Culturismとは、「本質主義的視点で
文化をみることにより個人を矮小化するような
あらゆる考えや行動」であり、「本質主義的視
点で文化をみる」とは、文化は「国、地域、大
陸等と結びついており、文化の内集団はその文
化特有で他の文化集団とは本質的に異なる特徴
を共有するというもの」という見方である （pp. 

17, 23）。
現在、我が国の高等教育機関在籍の外国
人留学生の88%はアジアからきており （Japan 

Student Service Organization, 2015） 、また我が
国外国人訪問者（永住許可者除く）の81%が
アジアからの訪問者で（Japan National Tourism 

Organization, 2015）、さらに 外国人永住許可者
の78%はアジアの国々にルーツを持つ（Ministry 

of Justice, 2014）。こうした我が国と他のアジア
の国々との緊密な関係を鑑みれば、Culturism

的な立場で、すなわち外国人を言語や「人種」
や出身といった属性によって差別的にとらえ、
とりわけアジア出身者やアジア人に対してネガ
ティブな感情をもつ日本人学習者の姿勢は問題
である。今後英語教育は、学習者達の異文化
への興味・関心が、英語のNS、欧米や「白人」
一辺倒ではなく、英語のNNS、アジアやアジア
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人にも広がっていくような工夫を行っていく必
要があると考えられる。

（3）性

さらには、近年そうした言語や「人種」や出
身地域・国籍の問題に加え、性も英語教育を
語るうえで無視できない要素であると主張す
る声もある。例えば加藤（Kato, 2009）は、日
本の英会話産業は、顧客となる日本人女性に対
し、欧米の一部の白人男性は「エキゾチック」
で「美しい」東洋の日本人女性を求めていると
いうメッセージや、日本人女性は英語を身につ
けることによって、母国では得られなかったレ
ベルの異性からの注目を欧米で得ることができ
るといったメッセージを送っていると主張する
（pp. 219-222, 229）。同様にTakahashi（2013）は、
語学学校は、日本人女性を顧客ターゲットとし
て、理想化された白人ネイティブ英語話者と知
り合うツールとしての英語を宣伝していると主
張している（pp. 22-23）。
こうした英語産業とその周辺においてしばし
ば理想化して語られる白人男性像と、「伝統的」
「神秘的」で「身も心も男性に尽くす」（Kato, 

2009, pp. 226-229）被支配者としての日本人女
性像は、いずれもステレオタイプ的で、両性の
平等の観点からも、より批判的に検証されてい
くべきであろう。

このように私の研究上の関心は、英語教育に
関連する様々な差別とその克服となっていっ
た。執筆していた博士論文のテーマも、日本人
学生が外国人を属性でどのように差別している
かについて解明することにより、英語教育が差
別の低減にどう貢献できるか検証する、という
ものであった。

（4）差別する側からされる側の記述へ

しかし、その日本人学生を参加者（被験者）

として行ってきた研究は、2015年末を境とし
て、主に差別される側の在日外国人を参加者と
して行う批判的エスノグラフィーの手法に方向
転換することになった。そのきっかけは、2014

年末～ 2015年末に引き受けることとなった職
場の教職員組合書記長職の仕事にあった。この
仕事により1年間多忙を極めた私は、博士論文
に費やす時間がなくなり、結果として期限まで
に博士論文が提出できなくなってしまった。何
年も費やした博士論文を提出できなくなったこ
とは、ショックであった。しかしその一方で、
博士論文執筆の際には、私の希望した質的研究
法を用いた研究計画は却下され、興味も知識も
なかった特殊な統計手法を使用した研究を行う
よう求められていたこと、また同時に40人あ
まりもの博士論文執筆学生を指導する多忙な指
導教員と意思疎通をはかることに憔悴しきって
いたこともあり、「これで自分は自由になった」
と晴れ晴れした気持ちでもあった。

2015年後半に入り、言語政策の観点から日本
の在日外国人問題を批判的エスノグラフィーの
手法で研究しているA大学院のS教授に指導を
受ける機会に恵まれた。指導を受けるうちに、
差別について問うには差別する側の日本人学生
の声ではなく、差別される側の在日外国人の声
に耳を傾けるべきであることに気づき、参加者
（被験者）を、日本人学生から在日外国人にシ
フトした。

5. 今後の展望

今後は、在日韓国・朝鮮人、中国やベトナム
人やネパールからの留学生、フィリピンやベト
ナムやインドネシアからの介護士や看護師等の
アジアにルーツを持つ在日外国人を対象とし
て、彼らが日本で直面している問題や差別につ
いて調査を行っていくとともに、日本の英語教
育がいかに外国人差別の低減に貢献できるかに
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ついて考察していきたい。
また国外、とりわけアジアの国々において、
どのような英語教育を取り巻く差別が存在し、
それらに対してどのような取り組みが行われて
いるかについても研究を行っていきたい。
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