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「伝える J重要性を中心に据えた授業構成:I
応用言語学概論」の試み
法文学部講師

はじめに
私が考える大学教育での学生の勉学活動の最た
るものは、レポートの提出とクラスでの発表であ
る。しかし大学入学者の甚だしい基礎学力の低下
の結果「何も教えなくともレポートや発表原稿く

東矢光代

講義概要
毎回の講義は原則として次のような手順を踏ん
だ
。
(
1
) 担当教官による入門テキストの英語での説
明(約 30~40分)

らい書けてあたりまえ j という時代は過ぎ、カリ

(
2
) サブテキスト(主要研究論文集・英文)の

キュラムにはレポートの書き方を訓練する科目も

要約を担当グループ学生または教官が英語で発表

置かれるようになった。入部(19
97)によるとア

(l 5~20分)

メリカ合衆国は「書くことはコミュニケーション j

(
3
) 各グループで関係資料文献(主に日本語)

という小・中・高・大学一貫した目標を掲げ、母

を 1つ読み(グループ聞は異なる文献)、代表が 3

国語教育を行なっている。大学レベルの「書くこ

分程度にまとめた文献紹介を日本語で行ない、教

と」の目標は「社会に流通できるだけの文章を作

官が補足する。(約 20~25分)

る
。Jである 。これに比べれば日本の大学(少なく

もちろん予定通りに行かず内容を組換えた日も

とも私の見る琉球大学内)の「書く Jための訓練・

あったが、大体予定していたように進めていくこ

カリキュラムはまだ改善すべき点が多々あると言

とができた。(
2
)
で教官も発表しているのは、テキ

わざるを得まい。

ストの章に対してグループ数が足りず、かといっ

私の担当する応用言語学・英語教育の専門科目

て 2回させるのは問題ありと考えたためである。

では、専門内容の教授と英語力の訓練のせめぎあ

(
3
)では翌週取り扱うトピックに関する日本語のコ

いに悩まされる。以前は英語で講義を行ない、英

ピー資料をグループ数準備しておき、グループの

文レポートを課したこともあった。しかし入部の

各週の代表が研究室から文献を持ち帰り、グルー

文献に接してからは、母国語(日本語)教育も意

プのメンバーにコピーして配布。メンバーはその

識した語学・専門教育を行なうよう努めている。

講義までに文献を読んでくるようにした。受講生

パイリンガル教育の研究成果を見ると、第 2言語

にはこの他に課題として期末レポート(参考文献

言語を超えることはない。母体である
の能力は第 1

7つ以上)の提出と、それに先立つてレポートの

日本語の能力を広げる訓練を行なうことは、母国

アウトライン(構成表)をクラスで発表・提出す

語でない英語の能力を伸ばすためにも必要かっ大

ることを義務付けた。

いに有効なのである。
このような考えのもと、「応用言語学概論 J(
旧

講義の目的

) の講
「応用言語学」および旧「外国語習得理論 J

専門知識の教授とは別に、私はこの科目を通じ

義では「伝えること=コミュニケーション能力 J

て「伝えるために読む Ji
読んだものを伝える」活

の育成訓練を中心に据え、平成 1
1年度後期および

動を課すようにこころがけた。学生の到達目標と

1
2年度前期に実践を行なった。 1
2年度前期の例を

して「人に読んで、もらえる文章を書く」そして

中心に本稿でその実践を紹介したい。

「人にわかるように、興味を持ってもらえるように
話す」を設定した。技術を習得し、企業からの熱

い視線を受ける理系の学生に比べ、文系の就職戦

分程度の持ち時間で、とにかく発表させた。学生

線は依然厳しい。大学で何を学ぶかという専門性

による第 1回目の英語発表を行なった講義が終了

ももちろん重要だが、「職場内外で人の目にとまる

した後、 1人の学生が困ったように私に話し掛け

文書が作成でき、適切なコミュニケーションが取

てきた。「先生、今日の英語の発表、何を言ってい

れる J人聞を現代社会は求めており、大学の講義

るのかさっぱりわからなかったんですけど、意味

を通じてこのような学生を育成することは可能だ、

があるんですか?Jその日の発表は私にもかなり

と私は考える。

わかりづらいものだ、った。研究論文の読み方にな
れていない学生のこと、まとめ方もまだすっきり
とはしていなかった。しかも英語の単語の発音を

伝える(話す・書く)ために読む
昨今の学生が読むのを嫌がる現状には、多くの

間違えていたり、文になっていないものがあった

教官がうなずくところであろう。 1
回目の講義で期

りしたのだった。私はこの学生に「う

末レポートについて説明を行なった際、「参考文献

らなくてもいいから。ある程度英語で発表する訓

7つ」の条件に受講生は一様にどよめき、「先生、

練みたいなものだから、聞くほうは我慢して聞い

7冊も読めませんリの声があがった。(r
文献=

てやっているという感じだろうけど、それでいい

1冊の本」ではないことを説明はしたが・・・)その

から。」と本音で答えた。しかしこの発表、異なる

うえほほ毎週のグループでの資料読み。学生はず

メンバーながら回を重ねるごとに段々「聞くに堪

いぶん抵抗があったようだ。

える」発表になってきたから不思議だ。伝える内

読んでもらうためにまず講義時間中の口頭発表
を課した。英語テキストの割り当て発表、グルー

ん、わか

容を英語でコンパクトにまとめることができる学
生が出てきたのだ。

プの代表としての発表を含めると、ほほ毎週異な

もうひとつの口頭発表のための読みは、ほとん

る文献資料を学生は読んで、いたことになる。これ

ど日本語の文献だ、った。グループで担当して違う

は期末レポートのテーマを絞り込ませるために行

ものを読むので、読んで、いない学生にいかにわか

なった活動である。「何を書いてよいかわからな

りやすく説明するかの技術が問われる。皆が既に

い」という学生が出現する最悪の学期末を未然に

知っていることを発表させて発表内容が適切かど

防ぐため、本講義ではグループ発表という形で、

うか評価するのとは異なり、ある意味で「真の」

日本語で当該分野の文献を多数読ませた。その過

コミュニケーションといえる。学生は文献を講義

程において興味のある分野・トピックを見つけて

までに宿題として読み、講義時間中与えられた 5

くれることを願つてのことだった。「トピックが決

分程度のグループデイスカッションタイムでお互

まらない」という相談は学期中受けなかった。実

いの読みを確認する。その後その週のグループの

際に提出されたレポートを見るとそのタイトルは

代表が、自分たちの読んだ文献についてそれを読

バラエティに富んだ ものであり、参考文献の欄に

んでいない他のグループに 3分程度(教官がタイ

学期中グループで読んだ資料が多数掲載されたと

マーで計測する)で発表する。 3分では大したこ

ころを見ると、私のねらいはうまくいったようで

とは言えないので、おのずと面白かったところ、

ある。

心に残ったところなどが発表される。これは 1
1年
の後期にも行なったが、この発表を続けると「ま
とめて伝えるのがうまい学生 Jがはっきりしてく

聞き手を意識した発表
「伝える」ために読んだあとには、聞き手に伝

るし、下手だ、った学生も次第に要領を得てくる。

わるように情報を取捨選択しまとめる作業が待っ

3分というと厳しく聞こえるが、実社会では短時

ている。まず各グループには学期中 1回、英語の

間で、忙しい取引先の社員に手際よく自分の言い

研究論文のサマリーを英語で発表させた。一人 5

たいことを伝える技術も必要で、あると思う。
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読み手を意識したレポートの作成:アウトライン

そもそも学生は何のためにレポートを書き提出
するのか。ただ教官一人に読ませて「優Jだ「可j

発表と小冊子作成・配布
学期の最後の講義ではレポートのアウトライン

だと評価されるのも無駄とは言わないが、もった

を準備させ、クラスメイトの前で 1人ずつ発表さ

いなくはないか。また書いてくる学生の側もその

せた。発表前に 1部、教官にもコピーを手渡すよ

評価だけのためにあわててレポートを書き、読み

う指導しておいたが、「アウトラインの発表」につ

手のことなど意識することは少ないのではないか。

いては、発表の直前まで何のためにやるのか学生

アウトラインの発表をさせると、学生はクラスメ

はピンと来ないようであった。

イトが調べているトピックにも興味を示す。その

アウトラインを発表・提出させる理由の第一に、

延長線上で私は、 1
1年度後期から学生のレポート

担当教官の立場から言えば、学生がレポートにす

を小冊子にまとめて、受講生に配布することを試

でに取り掛かっていること確実にする目的がある 。

みている 。1
1年度は好評た、った 。今回さらに本格

アウトラインの発表でクラス全体のレポートのト

Tったレポー
的にしようと、パソコンのワープロでt

ピックに偏りがないか確認し、同じようなレポー

トを、印刷およびフロッピーディスクの形で提出

トを読むという事態を極力避けることもできる。

させた。夏休みを利用して冊子にまとめ上げよう

「応用言語学概論Jのレポートは「より正しい」答

と，思っている。教官が読むだけなら間に合わせで

を導き出すレポートではないため、読む側として

書いてくる学生も、自分の友人が読者であり書い

も内容が多岐にわたった方が楽しめる。たまに同

たものが形になって残るとあらば、力を入れて書

じトピックで書かれたレポートでは評価をつける

いてくると思う。 1
2年度前期に提出されたレポー

のに偏見も混じりやすい。もしトピックがある分

トにもその効果は現れている。

野に集中したのであれば、自分の講義内容で強調
しすぎたか、逆に簡単に取り扱いすぎて学生の興
味を引き出せなかった恐れもあろう。実際に偏り
は見られなかったのだが。

最後に
大学教育においては「何」を教えるのかが重要
であって、「どうやって」教えるかなど小手先の工

学生の立場から言えば、まずアウトラインを準

夫に走ることは潔くない、とする考え方は一理あ

備することにより自分の書きたいことが整理され、

るし、内容を軽視する気は毛頭ない。しかしピジ、ユ

展開が明確になるという利点は周知のことである。

アルに物事を見ることに慣れている世代は、食べ

さらにそれをクラスメイト前で発表することによ

てみればおいしい果物も見かけが悪ければ手にとっ

り、レポートの内容に対する責任感(，下手なこと

てみようともしない傾向がある。どうやって学問

は言えない、書けないぞJ
) を持たせる。またクラ

という果物をかじらせるかは各教官の腕次第とい

スメイトの発表を聞くことによって、他の受講生

うことになろうが、実際に教壇に立ってみて一番

がどのようなテーマに取り組んでいるかを知るこ

腐心するのは「いかに学生とのコミュニケーショ

とになり、学問に対する興味も増幅されるのでは

ンをはかり、信頼関係を築くか」という点である。

ないかと思う 。 1人ずつ発表が終わると私が突っ

ただし間違ってもこれを学生に迎合する態度と取

込みなりアドバイスなりを行なった 。基本的には

らないで、
もらいたい。私は信念を持ってこの教育

テーマがよく絞り込まれているか確認し、本人も

実践を行なっている 。決して学生を甘やかしたり

自覚していないことが多い「自分がこのレポート

はしないし、課題についても妥協しない。

で一番主張したいこと Jを言語化する作業を手伝っ

教官による一方的な学生への評価を緩和し、担

てやる。それに伴い、実際の内容にふさわしい絞

当教官の客観的な教育能力の評価および講義内容

り込んだタイトルを考えてレポートを仕上げるよ

改善のために、学生による講義評価が現在行なわ

う、指示した。

れているが、ただ講義をしてどう思ったか学期末
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に学生からアンケートを取り「厳しかった Ji
きっ

進めればお互いに気持の良い有意義な時間を持つ

かった」と評されるのは心外である。「なぜ」厳し

ことができることを、「応用言語学概論」の実践か

い講義をするのか、「何のために j 課題を与えてい

ら学んで、いる。

るのかを学生に「伝え」納得させることが重要で、
あろう。昨今の学生はいい意味で素直であり、説
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