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報告  

言語学習の基礎づけとしての言語意識の醸成  

―大学における授業の試みから― 

Language awareness as a basis for language learning:  

Experiences from a university course  

 

木村  護郎クリストフ KIMURA Goro Christoph 1 

 

要旨  

本稿は、言語教育の基礎づけとしての言語意識の醸成をめざす講義の構想および学生の反

応を紹介し、検討する。講義では、『「節英」のすすめ』を議論の土台として用いて、英語の地球規

模の拡大の功罪を考察し、「節度ある英語使用」の可能性を検討する。当初は、無制限な英語

学習・使用を抑制するという発想に違和感をいだく学生が多かったが、学期末には、英語の必要

性、有用性を過大視し、他の言語を学び使う意味や日本語を異言語話者との媒介言語に用いる

可能性を過小評価していたことについての気づきがみられる。この講義の例から、このような現実

的な言語観の醸成が、言語学習・教育の前提として有意義であることが提起される。  
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Abstract 

This paper reports on the outcomes of a course designed for university students 

with the aim to enhance awareness of the sociolinguistic situation of the 

multilingual world. Based on the book Setsuei no susume [Setsuei: Towards 

Reducing the Use of English] (2016), the course explores the positive and negative 

sides of the global spread of English. In the beginning, students were astonished, 

even shocked, at the unusual idea of reducing the use of English. At the end of the 

semester, however, many students reported that they had overcome the view that 

overestimates the usefulness of English and underestimates the importance of other 

languages, including Japanese. The study suggests that such a realistic approach to 

language awareness could provide a sound bas is for language learning.  
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1. はじめに ～講義の目的と概要～ 

言語をどのように学ぶ／教えるかにはこれまで多大な注意が払われてきたが、そも

そもなぜ異言語を学ぶのかということについては、多くの場合、社会的な「必要性」や

個人の「関心」に還元されて、それ以上深く検討する機会のないまま、学習／教育が

行われているのではないだろうか。しかし、世界や日本の多言語状況と向き合うことは、

言語学習の現実的な基礎づけとして不可欠であるのみならず、世界や日本社会を

理解するための基本的な要素でもある。本報告では、この重大な欠落を埋めて、世

界および日本の多言語状況と向き合うための言語意識を高めることをめざす授業の

試みを紹介する。とりあげるのは、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）において

2007 年度以降、筆者が担当してきた「言語動態論」である。講義の意図や方針、進

め方をみた後、履修者の気づきをとりあげ、今後の課題についても検討する。  

授業の趣旨は毎年変わらないが、具体的な進め方は更新されるので、ここでは

2020 年度前期の例をあげる。最終的な履修者は 245 名であり、オンラインとなったた

めか、例年より多めであった。シラバスでは、趣旨と目的、各回のテーマを次のように

書いた。コロナ禍のため通常より授業回数が少なく、課題で補った。  

 

英語については、一方では「地球語としての英語」といった肯定的な評価、他方では「英語帝

国主義」といった批判がみられる。またその他の言語については、それらの異言語（外国語）の

学習は必要不可欠という見方から、もはや必要性がないという見方まで異なる考え方がある。

本講義では、世界の社会言語学的な実情をふまえて英語および諸言語を用いたコミュニケー

ションの可能性や限界を検討し、私たちをとりまく言語とのつきあい方を考えていきたい。（…）  

 

第 1 回    導入  環境としての言語  ～節電から節英へ（1 章）  

第 2 回    「９．１１」と英語―グローバル化の中の言語コミュニケーション（2 章）  

第 3 回    国際語の落とし穴①  情報伝達の屈折（3 章）  

第 4 回    国際語の落とし穴②  共通語の限界（4 章）  

第 5 回    国際語の落とし穴③  言語運用能力の格差（5 章）  

第 6 回    前半のまとめと後半への導入（6 章）  

第 7 回    国際英語という発想①  英語を飼いならす（7 章）  

第 8 回    「国際英語」という発想②  国際語としての英語とつきあうために（8 章）  

第 9 回    多言語学習の可能性①  隣語をかじる（9 章）  

第 10 回   多言語学習の可能性  多言語とつきあうために（10 章）  
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第 11 回   意外と使える日本語（11、12 章）  

第 12 回   まとめ  

 

授業は次のように進めた。履修者は毎週、議論のたたき台として用いる拙著『「節英」

のすすめ－脱英語依存こそ国際化・グローバル化対応のカギ！』（萬書房 2016）の 1

章を読んで、「友人に内容を説明する気持ちで、自分のことばで」要点をまとめたうえ

で、自分の経験や知見に基づいて具体例をあげつつ、納得したこと、わからなかった

こと、疑問に思ったことをそれぞれ書く（授業前課題）。担当者はそれを予め読み、講

義で該当章の要点の確認と補足説明、疑問への応答をする。それに対して、履修者

は、納得した点、疑問が残った点あるいは新たに疑問が出た点を書いて提出する（授

業後課題）。これで、学びの 1 サイクルが完了する。事後課題で出された疑問等は、適

宜その後の授業でとりあげた。このような進め方の意図は、基本的な事実を共有したう

えで、意見（解釈）の共通点や違いを確かめていく対話を進めることである。学生には、

討論（典型的にはディベート）とちがって、対話は、意見を変えた方が負けではなく、

新しい知見を得て相互に考え方を広げることが目的となることを説明した。  

学期の前半では、現在の国際的なコミュニケーションの諸問題を取りあげて議論し、後

半では、それらの問題に対処するためにどのような可能性があるのかを検討した。前半の

中心となるのは英語さえやれば大丈夫という「安全神話」、後半は、英語をやらなけれ

ばならないという「必要神話」の批判的検討である。言うまでもなく、英語が不必要と

いうことではなく、非現実的な期待の肥大化を問い直し、限界を補う方法を認識する

ことが主眼となる。英語の普及は不十分であると思われているが、実は過剰に依存し

てきたのではないだろうか、というのが、講義で検証する仮説である。  

具体的には、学期前半では、英語の国際語化は、コミュニケーション圏の拡大とい

う恩恵をもたらす反面、地球規模の言語格差や情報の偏りをももたらしており、どちら

の側面も「事実」であり、一方を主張することは、他方を否定することにはならないこと

を確認した。言語の格差の問題は一般的に、経済格差などの問題ほど深刻ではな

いと考えられるが、言語問題への対応は他の問題に取組むことができるための前提と

なるという、言語問題の位置づけについても検討した。後半は、「英米ネーティブ英

語」を目標とする英語教育に対して「国際英語・日本的英語」の可能性、「英語のみ

の外国語教育」に対して「多言語学習・使用」、「日本人同士の日本語」に対して「共

生言語としての日本語」を対置して、これらの 3 つの論点について検討した。  

授業の基本的な考え方としては、次の 4 点を提示した。まず言語の問題に限らず
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重要な基本的視点として、都合のよい側面だけを見るという意味でのポジティブ思考

ではなく、多面的にみる全体的思考を心がけ、特に自分や自分が内面化している常

識と逆の意見を考慮すること。次に、矛盾論ではなく、統合論。すなわち、世の中は

一見して矛盾に満ちているが、そのどちらかのみを選択することを迫る思考パターン

に疑問を持つこと（either or → either and or）。そのうえで、言語については、言語

道具観ではなく、言語を私たちを取り巻き、形成する環境の一部とみる言語環境観。

さらに、言語は社会に影響を受ける（言語反映論）のみならず、社会の変動に関与・

影響する要因でもあるという言語関与論である。これらの考え方から、現在日本で広

く見られる、英語が「本来適切な範囲を超えて学習・使用されることで問題をもたらす

現象」としての「漏英」 2に対して、英語に対する非現実的な期待（「安全神話」、「必

要神話」）を問い直して、適正に使うことをめざす「節英」（節度ある英語使用）が導き

出される、というのが授業を貫く論理である。なお、「漏英」「節英」という用語は、言語

が電気と同様、社会を動かす基本インフラであるという観点から着想を得ている。  

 

2. 学生の考え方の変容  

2.1 当初の驚き、違和感  

では、学生の声をみていく。当初、「節英」の提起に対して、大多数の学生は、「節

英をすることで得られることが思いつきません。」「現時点では節英は必要ないんじゃ

ないかと個人的には考えています。」「なぜ英語に頼りすぎてはいけないのかという疑

問があります。」というように驚きや疑問、不信を表明した。なかでも「先生が本章 [1

章 ]で述べられた内容を読んで、今までの人生価値観や生きる指針となっていたもの

は瓦解し、私は完膚なきまでに論理的に拒絶された感覚である。」のように、英語を

得意とする学生たちには衝撃であったようである。一方、英語が嫌いで英語学習に

疑問を持っていたという学生も「今回も英語習得の必要性を学ぶのかと感じていたと

ころ節英という単語が出てきて大変驚きました。」と、意外性を表現していた（いずれも

初回課題より、以下も全て、提出された文章のまま）。 

学期最後に、授業の目的とした、対話による考え方の変容をみるため、履修者た

ちに、初回の自分の感想を改めて参照してふりかえってもらったところ（最終課題）、

当初の疑問や抵抗感は例えば次のように述べられた。  

                                                        
2 漏電は「電気が漏れる、つまり電気が本来通るべきルートをはずれて流れる現象」「電力の損失

となるばかりでなく、感電や火災といった深刻な事故の原因となることがある」と説明される。

https://selectra.jp/energy/guides/knowledge/electric -leak [2020.10.23 確認、以下同 ]   
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・最初にこの授業を受けた感想は、ぶっとんでるなあ、でした。  

・この授業を受け始めたはじめの方は、（…）節英という考え方はデタラメだと感じていた。  

・始めは節英という考え方は日本に広がる英語に対する考え方を否定するものであり、現実的で

はない空論のようなイメージを持って授業に取組んでいた  

・最初「節英」という言葉に全面否定であり、最初意味を理解することすら自ら嫌がっていた  

・「英語を節する」というのは斬新で最初は何を言っているのだろうと思っていた  

・最初は、英語を節約しろなんて意味のわからないことだと思っていた。  

・初めに節英という考え方を聞いた時には確かに興味深いけれど「ただの英語批判じゃん」と考

えてしまっていた。  

・「節英」という言葉を聞いた時正直とても驚きました。英語を使わないことでメリットが生まれると

はどういうことなのか、本気で分かりませんでした。  

 

このような考え方がどう変わったか。次節以降で紹介する、最終課題で報告された

態度と行動の変化は一部の例にすぎないが、対立する記述はみられなかったので、

履修による変化を代表しているといえる。今後は定量的な分析も行いたい。  

 

2.2 英語観の変化  

英語についてみられた基本的な変化は、英語優越主義の克服である。  

 

・私は今学期を通して大きく自分の考え方が変わりました。考え方の変化に最も大きく影響を与

えたのは、「英語は世界のたくさんある言語のうちの一つである」という視座です。  

・昔は「英語できない奴は頭悪い」となんとなく思っていましたが、今はそう思わなくなりました。自

分は言語を勉強することが好きだといえ、みんなそうだと限らないし、英語も万能ではありませ

ん。だから英語ができても偉いことじゃないし、できなくても恥ずかしことはありません。  

・英語を使うことに何不自由ない自分は最初の内は日本が英語を特別視している環境に恩恵し

か感じていなかったので、節英の考えにあまり納得出来ませんでした。なぜなら、私が高校に

入れたのも、大学受験に成功したのも、オーディションに受かったのも全て英語のおかげであ

り、英語を喋れる人がすごいという日本の考え方のおかげだったと思うからです。英語が重宝

される環境のままであって欲しいと考えてしまうのは自然なことでした。ですが、著書を読み終

え、授業を履修し、英語以外の言語の尊さ、日本語を含めた英語以外の言語と英語の間に

はなんの差もなければ、どちらが優れているというのも存在しないのだと気付きました。  

・気づかないうちに身についていた「英語第一」というような感情や思想から解かれた。イギリスで
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5 年間住んでいた自分にとって、最悪英語さえできていればいい、将来役立つといった幻惑と

いうか、世間で謳われるボジティブな意見しか見ることはなく英語が及ぼす悪影響は考えること

もなかった。非常に多くの言語が存在する地球で、世界との交流を英語だけで完結させるの

は傲慢で、持続可能とは程遠いことなのだと実感した。ただ、だからと言って英語を突き放す

わけではなく、英語と正しく接する大切さ、また多言語の正しい学び方を学ぶことができた。  

 

また、「英語＝国際語＝世界」ではないという気づきも述べられた。これまでの自分

の世界観を問い直していることに注目したい。  

 

・私が通っていた高校は「国際社会を生き抜く人材育成」を大事にしており、私は国際バカロレ

アの Bilingual Diploma を取得した。卒業時に先生や校長からも「F さんは国際社会を生きて

いけるね」と太鼓判を頂いた。（…）しかし国際社会となると、日本語と英語しか話せない私は

世界の何を知っているのだろうか。より多くの言語を使える人が国際社会を生きていける、とい

うわけでもないと思うが、英語しか話せない私が知れる世界はとても狭いものだろう。英語＝世

界、国際社会と勘違いしている先生や校長に「節英」という考え方を知ってもらいたいと思った。  

・『英語＝国際語ではない』これが今回の授業の一番の気づきです。この気づきは一見、単純す

ぎるようで私にとっては世界が 180 度変わったくらい大きなことでした。英語＝国際語という概

念を持ってしまうと、一つの言語だけを重視していることになり、他の言語の大切さを見失いが

ちになります。多言語＝多文化であるため、他の言語の大切さに気づくことこそが国際化であ

ることを学ぶことできました。私が高校生の 3 年間、留学した理由はただ英語を話せるようにな

りたかったからです。そしてなぜ英語を話せるようになりたかったのかというと、「将来役に立つと

思った」「かっこいいから」といった、単純な理由です。今考えれば視野がとても狭い考えの中

で物事を考えていたと思いました。  

・今回のこの授業を通して『世界』という概念が大きく変わりました。私は今まで英語を話すことで

多種多様な国の人々とコミュニケーションを取ることができていました。その経験から英語という

言葉の便利さ、そして強さを体感するのと同時に、「世界って思ったより狭いな」ということを感

じていました。ですが、それは大きな勘違いであり、世界はもっと広いものだと感じました。  

 

以上はいずれも特別な英語教育や海外在住の経験があるなど英語を得意とする

学生であったが、英語がある程度できる学生からは、具体的な行動につながる変化と

して、英語に向けていた精力を他のことにも振り向ける「節英」理解があげられた。  
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・「就職のため、キャリアのため、自分のために英語をやらないといけない」と、明確な目標もなく

英語の勉強を自分自身に強制的にやらせていたことを見つめ直す機会となった。  

・自分の時間の使い方についても考え直すきっかけとなった。私は、今期から四年生になり、英

語の論文を読む機会が増え、これまでの英語力では不足なのではないか、もっと英語の勉強

をするべきなのか、と感じていたが、この授業を受けて、本当に必要かどうか、時間の使い方の

優先順位を考えるようになり、英語力を伸ばすことよりも、わからない単語はその都度調べなが

ら、より多くの論文を読んだり、研究分野について学ぶべきだと考えるようになった。  

・自分はずっと「英語を勉強しなきゃ」「自分は全然英語を話せない」と思い続けていたので、そ

の価値観が崩される体験をしました。自分に必要でないなら英語は過度に勉強する必要はな

いし、勉強するにしてもネイティブを完全に目指す必要はなく、寧ろ日本語訛りの英語を方言

のように一つの個性として受け入れても良いのだという考え方に、どこか救われたような気がし

ます。今までそんなことを言ってくれる人は見たことがなかったし、本当に新しい価値観でした。  

 

一方、英語が苦手な学生からは逆に英語を学ぶようになったという声もあった。こ

れも英語と適切に向き合うという節英の趣旨に適ったことであり、このような声があった

ことは担当者にとってはとりわけ授業成果として特筆すべきこととして受けとめられた。  

 

・英語が苦手でこの講義を受ければ英語は必要ないということが理解できるのだろうという甘い考

えで受講を決めました。しかしこの授業をうけてまともに話せる言語が日本語しかないことに危

機をおぼえ、苦手であった英語を勉強し始めました。  

・極端に英語嫌いで、大学に入ってからもフランス語ばかりをやっていましたが、英語に対する強

迫観念がなくなり、英語の文献などまえよりは臆せず読むようになった。  

 

2.3 多言語への見方の変化  

英語の過大視を克服することは、それ以外の言語を学ぶ意義の認識にもつながる。

次のようなコメントからは、複言語主義的な発想がうかがえる。  

 

・英語をしっかり学び切らない限り、語学に関しては余力を全て英語に注ぎたいと考えていたが、

それ以外の言語を学ぶことの利点に気づくことができた。  

・英語のような共通語には限界があり、現地語を話せなければ本当の意味で相手のことを知るこ

とができない。また、自分自身が相手から得ることのできる情報量や信頼関係は現地語と [木

村補足：国際 ]共通語では圧倒的に違う。  
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・この授業を通して、多言語の必要性を理解することができた。これまでは、第二言語が必要な

理由もわからず、英語はできるので楽に単位を取得できそうだから、この先も英語しか使わな

さそうだから、といった理由で、言語単位を全て英語で取得してきた。しかし、この授業で、多

言語は、国際的な見方を身につける上で欠かせないこと、そして、言語はただのツールではな

く、言語学習には、文化や環境など、言葉そのもの以外を学ぶ側面もあることを、理解するこ

とができた。  

・節英という立場は、同時に他の言語や多様性も尊重する姿勢も意味するのだと気付いた。さら

に、初回では節英を取り入れることで現在得られている利益や世界と繋がる可能性を減らし

てしまうのではないかとも考えていたが、結局節英により自分の言語の選択肢を増やすことが、

自分の可能性を増やし広げることに繋がるのだと学んだ。  

 

具体的な行動につながる変化としては、英語以外の言語学習への意欲があげら

れた。いくつか、具体的に述べられた例をあげる。  

 

・英語が使えれば世界中の情報をよりスムーズに受け取れるようになると思っていましたが、そこ

には英語圏バイアスがかかるということを知りました。本当の意味で自分の頭で世界を理解す

るには、各言語によって得られた情報を吟味するしかないという事実を知るとともに、この考え

方をより多くの人に持ってもらいたいと思うようになりました。私自身「脱英語圏バイアス」を目

指して何か行動したいと思い、中国語を最近勉強し始めました。  

・現地語がもたらしてくれる利点を学ぶことができたので、今後このコロナが収まって海外旅行に

行けるようになったら、現地の言葉を、学んでから行ってみたいと思うようになった。  

・今回の授業で、自分の言語学習に対する意識やモチベーションが変わったので、とりあえず来

学期にドイツ語を履修し始めて、隣語をかじり始めようと思った。  

・私の彼女は韓国人で有り、英語と韓国語の両方を話す事ができる。私自身は英語の方がやっ

た事があるという理由から英語の勉強をしてネイティブレベルまで持っていきたいな上をみすぎ

ていた。しかし、目的がない部分まで勉強する事ができない。それなら、できる範囲で勉強して

目的のある韓国語を勉強する方が自分の将来のコミュニケーションを考える上で適切である。  

・この授業を受けて、英語と日本語以外の言語も学びたいと思いました。今まで日本語と英語だ

けで十分だったため、それ以外の言語をまともに勉強する必要性を感じていませんでした。で

も、今はろう者の生活や考え方に興味を持ち、日本手話を勉強し始めました。しかも、学ぶの

が楽しくなったのが僕の中での一番の驚きです。 [木村補足：授業では日本手話をもとりあげ

ている。]  
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2.4 日本語観の変化  

日本語に関する態度・行動の変化は、主に日本における外国人とのやりとりに日

本語を使うことについて、報告された。  

 

・この授業で最も気に入った概念が、「日本語の国際化」だ。今までは外国人とのコミュニケーシ

ョンにおいて、日本語は意地でも使わないことが多かった（なぜか意地でも英語を使おうとして

いた）が、日本にいる以上、日本語で話すことの方が伝わりやすい可能性があることは意外で

あった。そして、日本語をよりわかりやすくしていくことは、日本に滞在する外国人のみならず

日本人自身のコミュニケーションを円滑にする可能性があることに感心した。  

・日本で外国人と会話する際も、直感的になぜか英語を使用しなければいけないと考えていた。

しかしそれは大きな勘違いであった。まずは日本語で話しかけ、相手のレベルに合わせやさし

い日本語を使用するという考え方はいままでは考えて来なかったものであり、外国人にとって

適した対応が多くの日本人はできていないと感じた。  

・この言語動態論の授業を通しての 1 番の変化はバイト先での外国人客への対応に出ていると

思います。私は英語を喋ることができることから、お店では外国人客が来ると決まって私が対

応しています。今までは、無条件で英語で話しかけていました。しかし、この授業を機に、私は

一回は易しい日本語で話しかけるように無意識になっていました。私のあるバイト先はファスト

フード店なのですが、簡単な内容の会話しかかわすことが無いためか、意外とバリバリ外国人

のお客様でも日本語で対応することが可能だと感じました。  

・近所に住むドイツ人に英語ではなく日本語とドイツ語を使って挨拶をするようになったり、10 月

から日本に来日する予定のイタリア人のホストシスターとのやりとりは英語ではなく、日本語だ

けを使うようになりました。  

・私は国際寮で暮らしているのだが寮で留学生に話しかける時に英語で話しかけるのが当たり前

であると考えていた。また、自分は英語を使うのが苦手であるのでなかなか話しかけることが出

来ずにいた。しかし、今回の講義で相手の留学生のおかれている立場を考えようということを

聞いた時に彼らは日本語学びに日本に留学に来ているのだから日本語で話しかけてあげるこ

とが彼らのためなのではないかと想い、彼らに日本語で話しかけてあげたところいまでは日本

語を教えてあげるくらい仲良くなることが出来た。  
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3. 講義の限界と今後の課題  

学期末には、節英の考え方についてはほぼ理解が得られたが、残る疑問として多

くの学生が述べたのが、節英とは程遠い現実にどう向き合うかという課題である。  

 

・どんなに自分の価値観が変わったとしても、社会が高いレベルの英語力を求めている限り、進

路や就活に影響を与えるわけですから、今はまだ必要以上の英語の勉強の必要を感じます。  

・国際語としての英語を使わない国際コミュニケーションがある一方、直接的に英語が話せなくて

も困らない文脈で英語が話せることを求められることも多いと感じます。（就職の際に英語能力

検定〇級以上を求められる、ほとんどの大学で受験科目に英語を取り入れているなど）そのよ

うな社会で、一人一人が節英を目指すことはやはり難しいのではないかと思います。実際に私

は英語の勉強があまり得意ではなく、英語を積極的に学びたいという気持ちもなかったのです

が、大学受験の際には英語の勉強をせざるを得ませんでした。節英をすることを理想としてい

ても、実際に行動に移せる社会ではないと考えてしまいます。  

・正直今の日本社会は英語能力の優先度が高い。高校受験や大学受験でも、英語の配点が

高かったり、英語能力が高いことで入りやすい企業も多くある。（…）このように、英語が重宝さ

れている日本社会において、節英するのは逆に損をしているのではないかと思ってしまう。  

・就活を進めていく中で、TOEIC の点数を一つの指針として選別している外資系企業がありまし

た。本授業を踏まえるとそれは、本質的ではなく評価として適切かどうか疑問が残ると思いま

す。しかしだからと言って、TOEIC を受けないだとか、提示しないというのは就活という観点から

するとかえって我が身を滅ぼしてしまうことだと思います。  

・節英の必要性や可能性は充分に理解したが、節英の実現可能性や世界中に広めていく方法

はあまり語られていなかったので、それが単純に疑問に残った。  

・この授業では学生以外へどうやって節英を広げるかに関する議論が欠けていたのではないかと

思っている。  

 

このような指摘は、授業の限界を如実に示している。担当者としては、気づいた人

がそれぞれの影響力の範囲内で実践し、また働きかけるということ以上に、授業でで

きることは思い当たらないのが現状である。毎回、章の要約を周りの人に説明するつ

もりで自分のことばで書いてもらったのは、いわば説明の練習をしてもらうという趣旨で

あった。幸い、この思いをうけとめてくれた学生たちは、たとえば次のように書いている。  
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・自分の周りは、節英の考え方に出会ったことがない人々が大半であると思うので、授業で時間

をかけて理解したことを、いかに周りの人々にわかりやすく伝え、考えを共有していくかについ

て、考えていく必要があると感じた。（…）この考え方が日本全体に浸透するには時間もかかる

だろう。だけど、この授業で節英の考え方に出会った私たち一人一人が、少しずつでも良いか

ら発信していくことが大切なんだろうと思う。  

・今まで SFC で授業を受けてきた中で、この授業が間違いなく私の価値観を一番変えてくれた。

私は生い立ち上、よく英語の重要性について他人に聞かれる。これから英語の重要性を話す

ときには絶対に「節英」の話をするし、この授業の話抜きに英語について語るのは難しくなるだ

ろう。それくらいこの授業は私の視野を広げてくれた。  

・母校（中高一貫校）へ行く機会があり、久しぶりに会った英語の先生に｢英語の学習どう？｣と

聞かれた事がありました。私は SFC に入ってから英語を履修したことが無かったので、中東情

勢を学びたいからアラビア語をしていると言うと、とても驚いた反応でした。そして、この授業の

ことを話すと、節英という言葉にぽかんとした様子でした。手持ちの Kindle 書籍を使いながら

説明していくうちに、とても興味深いという反応をしてくれたので、何故か私も嬉しくなりました。  

・私がもし、子供を授かることができたら、きっと未来のパートナーにここでの授業の話をするだろ

う。その時、彼にどれくらい英語に関する原体験があるかどうかで、私が編集した上で伝える節

英に対する共感度などは変わるのだろうか。2 人でどういう教育に関する方針をたてるのだろう

かと、未来に対して疑問ではないが、想像してみたくなる。  

 

言語をなぜ学ぶ／使うのかという問いは、本稿で紹介した、履修者の特定の専門

を前提としない講義のように、学生の基礎教養としても意義があると考えるが、とりわ

け英語や国語といった言語系科目を担当する教員の養成には、責任ある教育者と

なるために、本講義で扱ったような基本的な事実認識や言語意識を身につけること

が不可欠なはずである。実際、既に教員養成の学部で『「節英」のすすめ』を教材と

して用いた例がある。今後、言語学習の前提としての言語意識教育をどのように進め

ていくことができるかをさらに検討したい3。 

 

                                                        
3  具体的な題材として英会話広告を用いる可能性として、木村護郎クリストフ（2020）「美容として

の英会話」『社会言語学』20 号，1-20 ページ参照。  


