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モスクワ市の英語戟青にみる変化への挑戦
一日本の英語教育への示唆一
面

村上美保子(星城大学准教授) /今井典子(高知工業高等専門学校准教授)

東野裕子(兵庫県西宮市立高木小学校教諭) /奥村耕一(神奈川県横浜市立地中学校教諭)

杉浦理恵(東海大学准教授) /桐生直幸(鎌倉女子大学短期大学部講師)
人見徹(東京外国語大学大学院) /柿本早紀(東京外国語大学大学院)

大谷多摩貴(東京外国語大学大学院) /高島英幸(東京外国語大学教授)

ついて四回にわたって連載する｡今月

(四月)

ロシア連邦 (Russian Federation⁚以下､ロ

(六月)号では車･高等学校段階での授業の様

じ､来月 (五月) 号では小学校段階の､再来月

号では､ロシアの英語教育の枠組みと方針を論

は､現在､外貨準備高第三位の経済力を

ロシアの英語教育事情の視察

シア)

子を報告する.そして､最終回の七月号では､

①

つけ発展を続けているというニュースを耳にす

ロシアの教員の処遇や研修制度について概観

日本の英語教育への示唆を論じる｡

社会の激変と教育改革

(以下､ソ連)

が崩壊すると､

社会機構の急激な変化によ‑流通経済が混乱

主義共和国連邦

一九九一年に七〇年余‑続いたソビエト社会

Lt

る1万で､その外国語教育の現状についての情
報は多‑は入ってこない｡また､英語学習の環
境がEng‑ish as a ForeigロLaロguage(以下､

EFL).であることは日本と共通しているが､英

語教育の特徴や方針等について議論されること
①

筆者らは過去一一年間に二一カ国一地域の英

し､国民の生活は混沌とした状態となった｡消

は少ない｡

日本の英語教育への示唆

首都モスクワ市を訪れ､公立学校三校'私立学

〇九年)｡今回は､二〇〇九年九月､でソアの

を提言してきた

り一五〜二〇%の割合で推移し､GDPの成長

インフレ率はその後低下し､二〇〇〇年代に入

五%に跳ね上が‑､物が不足し治安は乱れた｡

費者物価のインフレ率は一九九三年には八七

語教育事情を視察Lt

校二校で英語の授業を視察Lt管理職および教

率も一〇%に近い数値で成長を続けた

(たとえば､村上ほか､三〇

員と情報交換を行い､さらに､モスクワ市教育

Wortd Bank,2009)｡こ､のように激変する社会

った｡

し､教育現場も変革を余儀なくされることとな

(TFe

委員会の統括課長らからは､ロシアの英語教育

情勢に伴い､教育を取‑巻く環境も大きく変化

③

の変遷と現状について話を聞‑機会を得た｡

社会体制が大き‑変化したロシアで､英語教
育がどのように位置づけられ､どのような取‑

年以降､｢ペレストロイカ｣

教育界では､ゴルバチョフ政権下の一九八五

は､変化の必要性が議論されている日本の英語

た教育改革が進められた｡行政の縄張り､中央

組みが行われるようになったのかを知ること
教育の現場にとって示唆を得られるものと考え

からのトップダウン方式､画1的学校規格の廃

止と学校運営の民主化､子ども主体､個性重視､

の視点を取‑入れ

られる｡

本論考では､モスクワ市における英語教育に
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令‑iモスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦,令

開するようになった(藤村ほか'二〇〇五年)0

学校が出現するなど'教育における多元性が展

る教育から脱却する動きが見られた｡結果､私立

連時代の中央集権的で社会主義の思想を注入す

創造性開発の徹底などの方針が打ち出され､ソ

する第一〇学年と第二学年(中等

に短縮され､生徒の半数以上が進学

であった義務教育期間が､新体制下では九年間

体制下では二年間(第一学年から第二学年)

方分担分が極端に増大したことによ‑､ソ連の

れた｡しかし､地方分権化の推進で教育費の地

邦構成主体および地方(学校) の裁量が拡大さ

を重視するものとして促進され'同時に､各連

シア連邦教育法｣により'個人の教育権の保障

たことである｡この試験は､中等教育終了時

rocynapcTBeHHhtii3K3aMeH) が導入され

二〇〇1年に統一国家試験 (EGE⁚EAHHhZ酔

最近のロシアの教育体制における変化は'

ないものは私立である｡

が学校名となっており､図1の学校名に番号の

られるようになっ加｡公立の学校はすべて番号

るギムナジヤやリセと呼ばれる教育機関が設け

を置‑学校や､大学進学をめざす生徒が進学す

棟化する方針がとられ､特定科目の指導に重点

⑤

教育の多様なあ‑方を推し進めるこれらの改

が有

④

革は､ソ連崩壊後の一九九二年に出された｢ロ

学校､日本の高等学校に相当)

である｡試験の点数が高いほど希望の大学に進

(第二学年) に行われ､卒業認定試験である
これに対しては1九九四年に大統

学できるだけでなく､授業料が安‑なるという

料化されると'この時期の経済状況

領令が出され'すべての第一〇〜一

システムで､施行初年度は成績上位五%の生徒

と同時に大学入試の資料として利用されるもの

一学年への進学希望者は入学選抜試

が授業料免除になった｡

⑦

この試験導入の目的は､社会的平等の達成と

験なしで全員入学させ､授業料を無
償とすることが命じられ､決着した

に

学校五年間 (第五〜九学年)､中等

学校四年間(第一〜四学年)､基礎

現在､ロシアの学校制度は'初等

ロシア連邦教育省 (日本の文部科学省に相当､

一試験の施行を要求されたことも背景にあると

教育水準を追求するために､国家レベルでの統

ボローニヤ会議で'ヨーロッパの一員としての

⑧

腐敗の撲滅であった｡また､高等教育に関する

学校二年間(第一〇〜

以下､教育省)

(所､一九九七年)0

区分される｡義務教育は第一学年か

学年の授業の大半がEGE対策に費やされるよ

学年)

ら第九学年の九年間である｡大学の

うにな‑､生徒のテス‑志向が強まっている現

〜.(Avanesov.2006)｡統l国家試験は､改善され

状は教育的ではないとの批判の声も聞かれる

は説明している｡一方､第二

修学期間は､専攻分野によって四年
から六年間の幅がある｡また､個人

の才能発掘のために公立の学校を多
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Jβタ

とあいまって世論は騒然となった｡

ロシアの学校制度と訪問校
図1

･拳,車尋く,尋こ,く蓉>和終車車車中

多様化が進み､地域による教育の格差が拡大し

内容などに関して独自のプランを作成して教育

一週間の授業日数は､それぞれの学校の裁量

は､履修科目や授業時数'各教科の目標･

た｡そこで､教育省は二〇〇四年に

を行っている｡たとえば､表‑は､モスクワ市

㊨

る最小限の教育内容･授業時数などを定めた｡

当)

ながら年々参加地域が増加しているが､全地域

ンダード連邦要素﹄(以下､﹃国家スタンダード﹄)

のプランであるが､中等学校の必修科目に｢モ

学.生活科.美術.音楽.情
8 HｭBﾉ c"ﾓHｧyD ﾙD隴B
初等学校 (第1‑4学年) ﾘ5h4 ﾎ｢饉hｧr隍 ﾙ ﾎ｢霹 授業期間は,第1学年は年間
報科学.技術.体育 H HｭH決 8,h+x.薬 (､ ﾙ ﾎｪ8,ﾙ c"ﾓHｧyD X,ﾒ C9% 肩鳧ｭH/ mｨ ,h+x.薬

"
6

プロフェッショナルレベル ＼
ｲ

10
8
ﾎ｢

基礎学校(第5‑9学年)

9学年
7学年 嶋ｧyD
5学年 塗ｧyD

3
3

中等学校(第10‑11学年)

10‑11学年

三五〜四五分'第五〜二学年では四五分と決

められている｡

﹃国家スタンダード﹄ には､学習者の身体

的･精神的健康を蝕む過重学習を軽減するため

に､｢学習者の上限学習負担量｣として宿題に

っいての規定が設けられていQr ,)とも特徴的で

ある｡これに基づきモスクワ市では､第一学年

の前期では宿題を課さず､それ以降は､宿題に

費やす時間を､第一学年後期で一時間､第二学

年で一･五時間､第三､四学年で二時間'第五㌧

六学年で二･五時間､第七､八学年で三時間､

は､﹃国家スタンダ

第九〜二学年で四時間をそれぞれ超えないこ

の履修

(二〇〇五年)

外国語(英語)

とと定めている｡

回

藤村ほか

ード﹄ により､ロシア語と外国語の比重が著し

‑増加し､全国の1般的な学校において第二学

年から第九学年まで外国語が必修とされている

ことは注目に億するとしている｡モスクワ市に
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﹃国家スタ

で行われるのは二〇〇九年度が初年となる｡

と呼ばれる教育課程の基準(日本の ﹃学習指導

スクワ市環境科｣という科目を独自に設けている｡

教育課程の策定

要領﹄ に相当)を提示し'連邦全地域で統一す

ロシアは､共和国･州･自治区など八〇以上

の構成主体を持つ連邦国家で､国家言語である

1学年

.3
ｩgｸﾎ｢
898ﾎ｢
5
85夷｢
H8
868ﾎ｢
ﾎ｢
外国語

898ﾎ｢
85夷｢
H8

ﾎ｢帝[hｧr阯
ﾎ｢異
ﾘ5h4
言語系

868ﾎ｢
(言語および文学)

ｧyD

3学年 滴ｧyD

で五日あるいは六日となっている｡また､一単

初等学校(第1‑4学年)

これに基づき､各連邦構成主体の教育行政機

※すべて単位時間で表記

ロシア語のほかに三〇の公用語を持つ｡前項で

表2 言語系科目の週あたりの授業時数(モスクワ市)

位時間は第一学年で三五分､第二〜四学年では

.学.情報科学.歴史.社会.
h+x.宙廩ｯｨ,ﾈ韋ﾋ ｯｨｭH/ ｭﾂ
基礎学校 (第5‑9学年)
ﾘ5h4 ﾎ｢饉hｧr隍 ﾙ ﾎ｢霹 授業期間は,年間34‑37週間
地理.̲自然科学.物理.化学. 生物.技術.生活安全科.体 育.美術.音楽 ﾈ, "薬

関 (日本の都道府県教委･市町村教委などに相

ﾘ5h4
学.歴史.社会.自然科学.
ﾎ｢饉hｧr隍 ﾙ ﾎ｢ B h+x.宙廩ｯｨ,ﾈ韋ﾋ
授業期間は,年間34週間以上
ｯｨｭH/ ｭﾂ
ｬ(ｺｸ怩鞆
ｨ握(ｺｸ
8怩 まない)o
中等学校

や
8怏mｨ
儺ｸ
学年

ﾈ7
ｸ5h6(4
外国語

ﾈ屍 (5
(第10‑11学年)

授業時数

述べたように､ソ連崩壊後､教育の地方分権と

モスクワ市の統‑プラン(2004年‑ )
表l

令.iモスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦

ひとまとめにして扱っているが､基礎学校では

示している｡初等学校では､言語および文学を

表2は'言語系科目の週当たりの授業時数を

や幼稚園から英語に触れる授業を行っていた｡

国語の指導に重点を置‑学校｣

では'第一学年

ら開始となった｡また､筆者らが参観した｢外

修としていたが'二〇〇六年以降は第二学年か

おいては'従来は第四学年から第一外国語を必

の目標､必要最低限の学習内容､到達レベルの

るものと考えられる｡﹃教育基準﹄ には､教科

における ﹃学習指導要領 (外国語)﹄ に相当す

応するもので､国民の多‑が進学する中等学校

ベルを概観する｡表2の第一〇㌧一一学年に対

(外国語)﹄ (以下﹃教育基準﹄) のベーシックレ

稿では､入手可能であった ﹃中等普通教育基準

育段階内部では教科ごとに提示されている｡本

識が十分でない場合にはそれを補って理解を促

比較を通し.て理解を深めることとし､また'知

されている国の社会や文化について'自国との

社会文化的知識については､学習言語が使用

特徴的である｡

の伸長に関する具体的な記述が見られることも

習が必須であるという理解のもと､学習スキル

長を要求している｡また'言語学習には自主学

ことからも､ロシアの ﹃教育基準﹄ では実践的

進する､代償能力を強化するように求めている

(第
教科の目標

三要素が提示されている ((資料)参照)0

外国語を別枠にしている｡また､中等学校
回

国際社会において使用することができるレベ

では､ベーシックレベルとプ

ロフェッショナルレベルに分けて授業時数を提

到達レベルについては､目標と対応する記述

一〇〜二学年)

においては､

ルを目標として掲げ､高学年においては'基本
臥な言語能力に加え'より適切な言語を選択･

式のものが提示されている｡CEFR(ヨーロッ

な能力の育成を重視していると考えられる｡

ベ‑シツ.クレベルでの外国語の授業時数は週三

使用することができる能力を育成することとし

パ共通参照枠)

到達レベル

時間とされているが､モスクワ市では六時間と＼

ている｡言語知識･技能の習得､目標言語が使

パ等で見られるレベル別評価規準は示されてい

について､具体的に育成すべき能力と学習内容

文化的知識および方略､④学習スキルの四項目

①言語運用､②言語知識および技能､③社会

の裁量権が拡大し､大綱的な ﹃国家スタンダー

央集権的な体制から各連邦構成主体および学校

視する教育へと大き‑方向転換した｡また､中

的･画一的な社会主義教育から個性の伸長を重

刷

なっている｡また､｢外国語の指導に重点を置

用されている国や地域の文化理解のほかに'言

ないが､知識･運用･学習能力の三観点につい

示している｡﹃国家スタンダード﹄

く学校｣などのプロフェッショナルレベルでは'

語学習する際に必要となる一般的な学習スキル

て具体的な能力指標が示されている｡

*

などのような､最近のヨーロッ

二一時間を外国語の授業に充当している｡

の伸張や自己評価能力を伸長することが併せて

このように､ロシアの教育における連邦全体

目標として提示されている｡

授業時数に見るように､地方や学校の裁量でそ

が提示されている｡言語に関する知識だけでな

ド﹄ に沿って､各地方の教育委員会が独自にカ

ロシアにおける教育は､ソ連崩壊後､選別

の実現の度合いはかな‑違ったものになってい

く､その背後にある文化を理解することによっ

リキュラムを作成していることが特徴である｡

﹃国家ス

としての統1を目的として提示された

回

るという現実があるこL JJがうかがえる｡

てより深く言語を理解し､国際社会において実

外国語科の ﹃教育基準﹄を見ると､知識の運用

必要最低限の学習内容

タンダード﹄ であるが'モスクワ市の外国語の

﹃国家スタンダード﹄ は､教育段階別 (初等

際に目標言語を使用することができる能力の伸

英語教育の指針

で構成され､各教

教育､基礎教育､中等教育)
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く薄,㈱㈱車車

●文法の知識･習得｡例えば,時制,動詞の活用,間

く資料)

接表現(間接疑問文･命令法),時制の一致,など｡
学習した文法事項の体系化｡

国家スタンダード『中等普通教育基準(外国語)過
(ベーシックレベル) (要約)

3.社会文化的知識および方略
目標言語の使用されている国と自国との比較を通し

Ⅰ.目標

て,社会と文化についての理解を深める｡新しいさ
まざまなテーマを通して背景知識を増やすこと｡併
せて,以下の付属能力を強化すること｡

● 4技能の習得,自ら計画を立てて言語を使用する能

力の育成｡また,国際社会において使える言語能力
の習得｡

●高学年における,自分のテーマ･目的に沿った表現

●リーディング,リスニングにおける推測能力

技法の選択能力の習得｡
●学習言語が使われている国･地域の文化の理解｡
●言語学習を行う際に必要な能力の習得｡
●高学年においては,学習の準備を生徒自ら行うこと

●見出しや初めの部分を読んで内容を予測する能力
●補助的情報(副題,グラフ,イタリック体で示され
た項目,コメント,脚注)を利用する能力

●内容理解に大きな影響のない未知語や文法構造にこ
だわらずに読解を進める能力

ができるようになること｡
●自己評価ができること｡

4.学習スキル

●一般的学習方法の習得

●将来就く職業に対する自己の立場を確立すること｡

辞書や参考書の利用,外国語の文体に慣れる,文章
の最も大切な部分を見分けることができるなど,自

Ⅱ.必要最低限の学習内容
1.言語運用
1.1

学につながる一般的な学習方法を習得すること｡

言語学習のテーマ

●言語に特化した学習方法の習得
目標言語が話されている国の文化の特徴を反映する

●社会･日常生活面:日常生活,家族,健康｡
●社会･文化面:都会･農村の生活, IT,自然と環

教材を解釈できi

境問題,娯楽｡

1.2

ことばをよりよく理解して場面に

応じた解釈ができるようになるための,言語に特化
した学習方法を習得すること｡

●学習面:現代社会と職業,将来への計画,職業選択｡
言語活動の種類

Ⅲ.到達レベル

1.生徒は次のことに関する知識を持っていること
●テーマに関する新出語桑の意味,常套句,慣用表現,

オーマルを含む)の習得
●上記に必要な能力:ディスカッション‑の参加,自ら

の意見の陳述など
●さまざまな種類のモノローグ(自分が見たり読んだ
Speaking 頂+8‑ﾈ+H‑ﾈ,稲ﾙ}
ﾈ5 484 8ﾘ ｸ4
H4 ｸ7ﾘ8ｲ 8987B
りしたことについての発表,プレゼンテーションを

含む)の習得

どの文法構造の意味
●目標言語が使用されている国に関する情報
2.習得した知識と技能を使って,日常生活で以下の
ような活用ができること
●スピーキングではさまざまな状況で自分の考えを述
べて会話したり,記事で取りあげられている問題に

●上記に必要な能力:発表能九要約.伝達能九計画等
について述べる能力など

の聞き取り能力
●音声テキストの要点の理解
Listenlng ●音声テキスト全体の理解
ﾈ+8‑ﾈ+H‑ﾈ,稲ﾒ2 x+8,ﾈ4

ｸ6h4(4定7(6h4

X4ﾈ5

目標言語の国に特有なものを含む｡
●時制,動詞,間接話法,間接疑問文,時制の一致な

r

●上記に必要な能力:より重要な情報と二次的な情報
とを区別する能力oより重要な事を見極め,それに対
する自らの立場を確立する能力

ついて議論することができる｡
●リスニングではニュースやインタビューなどの要点

学作品,およびその他の分野のテキスト)の読解
○大まかな内容把握のためのスキミング(すくい読み)
○精読
Reading

を聞き取ることができる｡

●リーディングでは教材用に手を加えられていない状

o必要な情報を見つけ出すためのスキャニング(探
ﾈ+8‑ﾈ+H‑ﾈ,稲ﾙ}粳+x+8,ﾈ6X4ﾈ5
r ｨ6h484 ﾉ X
[hｧrﾉ[b
し読み)

●上記に必要な能力:重要な事実の見極め,より重要な
情報と二次的な情報とを区別する能力o原臥結果の
論理的な解釈など

Writing

入,目標言語が使われている国(々)のスタイルで自
己紹介すること,プランの作成など
ﾈ鍼4
閏h
/
*ﾘ+ ,bﾈ4 985
ｸ6y9 ﾈ
●上記に必要な能力:私的文書にて最新情報を問い合
わせたり報告したりする能力○個々の事実について
述べる能力o将来の計画について亭く能力

2.言語知識および技能

態のさまざまな種類の読み物(たとえば新聞や小説
など)を読むことができる｡
●ライティングでは手紙を書いたりアンケートに答え

たり,自分自身の事柄について一定の書式で書くこ
とができる｡
}

3.以下のような学習活動を行うことがそきること
h,ﾈｴﾂ
●自学自習できるようにIT機器を活用できる｡
●目標言語に特有の文化的特徴を持つ,メディア上の
言語の文脈的意味が理解できる｡

以下の知識および技能の習得が望ましい｡
･ことばや文脈から推測したり,要点をまとめたりす
ることができる｡
●つづり字の知識(新出語･事項に関するものを含
●タイトルや冒頭部を読んで文章の内容を予測できる｡
む) ･習得
●辞書を使い,グラフ,表,脚注などを利相すること
●発音の知識(新出語･事項に関するものを含む) ･

習得
●語嚢習得教材を用いた語桑の拡充｡自己評価を行う
際に必要となる語桑や目標言語が話される国･地域
特有の(専門)用語も含むものとする｡

ができる｡
(出典: 06pa30BaTehLELLG cTaqaPT CPePHe/V (HOhHOIY))

06qeIY"6pa30BaHHR HO hHOCTPaHHOMyk3LTHy

筆者らによる

試訳)
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車oiモスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦,中臣

と自学のための学習スキルの獲得が奨励されて

秀な生徒を第七学年から教育するリセが開校され

年および第六学年でエリート教育を受けてきた優

2aP.http/Jweb.worldbank.org

④UNESCO･UIS＼OECD.2005.EducationTrendsin

⑦統一国家試験導入後､目的に反してテストの得点

Economic Co･Operation and DevelopmentWortd

UNESCO tnstitute for Statistics Organization for

Perspective‖AnalysisoftheWorhiEducationZhdicatoy:S･

の改ざんなどの腐敗が増加したとの報告がある

EducationhdicatorPrograme.

Phvatization⁚Wi11TheyHelp TackteCorruptionin

⑤Osipian.A.L.20081 "Vouchers一Tests.Loans一

http/Jpeople.Vanderbnt.edurararatosipian,VouchTe
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賂に関しては'｢寄付｣などの名目で'ある大学で

⑧ボローニヤ会議は一九九九年に開催され､ヨーロ

の歳入があったとされる (OsipiarL2号8)0

は､二〇〇五年度に｢非合法的に｣約五〇億ドル

(Avanesov.2M6).また､以前から横行していた賄

るようになった｡

いることが読みとれる｡

でどのような授業実践が行われて

次号 (五月号) では､主に初等学校 (日本の

小学校段階)
(注)

いるかを概観することにする｡

(たと

①二〇〇九年､HMF(国際通貨基金)集計対象国一
八六力国中の順位である｡
②教育制度全般に関する論考は散見されるが

(ドイ

取‑決めがなされた｡ヨーロッパ各国で行われて

国の大学での取得単位を互換性のあるものにする

﹃教育制度学研究﹄第二一号､二〇〇五年'日本教

の法制と実態‑モスクワ州の事例に着目して｣､

⑥高瀬淳｢ロシア連邦における学校の管理運営体制

stLoanPrivat2CX)8web.pdf

13る､バカロレア

ッパの学生の国家間の移動を容易にするため'各

EvgenyY.Vtadimirov氏'モスクワ市在住のAllaL

ツ)

l九九七年｡sRCWinterSymposiumSoci?Cultural

論考は見当たらない｡

えば､高瀬'二〇〇五年)'外国語教育に関しての

Tito邑｣氏､貴重な時間をいただいた'モスクワ市

も行い'教育の質を保障することが必要とされた｡

③本研究を可能として‑ださった､ロシア大使館の

教育委員会のMarinaV.Gorchakova氏､Svedana

⑨ロシア語を教授言語とする地域と'非ロシア語を

Dimensions ofthe Changes in the SlaviC･Eurasian

などに相当する大学人学資格試験をロシアで

(フランス)､アビトゥア

M.Paロkoくa氏'各校の学校長および教員'また､

教授言語とする地域に分けて､標準教育課程の授

⑦所伸1

｢ロシアの学校制度と教育観は変わったか｣

育制度学会､一九七〜二一〇頁｡

大谷隆男氏に感謝申しあげたい｡なお､本研究の

学校訪問の計画と紹介･通訳にご苦労いただいた

http://src･h.slav.hokudai.acjpJsympoJProceed97J

W
o
r
l
d
̲

(参考文献)

tokoro.hbnl

業時数を提示している｡

①Avanesov.V12006. "ConsequenceoftheEGEin

実施には｢星城大学学部研究費｣を一部充当した｡

④この教育に関する法律は'一九九六年より数回に
わたり部分的に改正され'現在に至っている｡

⑧藤村和男ほか﹃ロシアの教育課程と教科書﹄､平

成一六年度文部科学省調査研究委嘱｢教科書改善

Russia"inKEDZJoumaLofEaLCaibnPolicy.3⁚).pp.89･

99.KoreanEducationalDevelopmenthstitute.

のための調査研究｣ 二〇〇五年､諸外国の教科書

⑤音楽･芸術･科学･外国語などの授業時数を､一
般の学校よ‑も大幅に増やしたカリキュラムを提

http/]engkedirekJcommon/Bte+dovm.php?path=k

⑨村上美保子ほか｢台北市の英語教育から日本の英

に関する調査研究委員会｡

供している｡

②The Ministry ofEduca{ioロaロd ScieロCe Ofthe

語教育への示唆‑コミュニケーション能力を素地

ediJtrnJJ0⊂mal̲RobertSternberg.pdL

RussianFederation,2009.RussianEducationSystem

⑥ソ連の教育体制下では､九〇%の生徒が同じ一般
のみ行われていた｡1九九二年以降は､第五学年

的な教育を受け､エリ｢小教育は限られた学校で

から育成する英語教育を考える｣､﹃教職研修﹄ 二

八六頁'六月号､六三〜六九頁､教育開発研究所｡

〇〇九年四月号､八〇〜八六頁'五月号､八〇〜

Today.http://russia.edu.ruJeduJdescriptionJ
sysobrJ901]

③TheWorldBank,2009.WorLLDevelopmentZhdicators

＼

以上について､よ‑多‑の生徒にエリート教育を

拡充する動きが出てきた｡第五学年から第二学
年までの大学進学をめざすギムナジヤと'第五学
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モスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦
一日本の英語教育への示唆一
捌

村上美保子(星城大学准教授) /今井典子(高知工業高等専門学校准教授)

東野裕子(兵庫県西宮市立高木小学校教諭) /奥村耕一(神奈川県横浜市立地中学校教諭)

杉浦理恵(東海大学准教授) /桐生直幸(鎌倉女子大学短期大学部講師)
柿本早紀(足立区教育委員会) /人見徹(東京外国語大学大学院)

大谷多摩貴(東京外国語大学大学院) /高島英幸(東京外国語大学教授)

小学校段階にあたる､モスクワ市の公立および

〇｣一一学年)

に区分される｡今回は､日本の

年間 (第五〜九学年)､中等学校二年間 (第一

初等学校四年間 (第一〜四学年)'基礎学校五

前号で概観したように､ロシアの学校制度は､

けている｡②この学校の教師以外に二人の大学

上の児童は､毎年三週間英国での語学研修を受

で英国出身の教師による指導を受け､10歳以

である｡①七歳から九歳の児童は､校外の施設

外国語教育に関して特徴的なことは次の三点

第三学年の授業①

名以下の少人数の授業を実施している｡

通常のクラスを三分割し､すべての学年で一〇

教師が､過二回英語の授業を担当している｡③
における英語の授業展

私立の初等学校と基礎学校の第五〜六学年(一
部第七学年以上を含む)
開を見ていくことにする｡

回

児童数は九人 (女子三人'男子六人) で'互

一クラス約三〇人で､全体では約五〇〇人の児

大学進学をめざすギムナジヤを設置している｡

貫校で幼稚園を併設し､第五〜一一学年までは

二〇〇一年に設立された公立の小･中･高一

ず､エジンバラの町のビデオを見た後'位置を

置や場所に関する表現を学ぶ単元であった｡ま

Unit2のNumber Six.Hitt Street!を扱い､位

るが'この日は二五分で､教科書Welcome2,

で座‑授業が行われた｡通常は四〇分授業であ

第 二〇六学校

童･生徒が在籍している｡｢外交ができる政治

表すnext to.between.oppositeなどの語を練

いに顔が見えるように一つの大きな机を囲む形

家を育成する｣という設立目的のもと､外国語

習した｡三人の児童を教室の前に立たせて

〜

教育に力を入れている｡外国語の教師は二一人

nextto.betweenを使ってそれぞれの位置関係

置をoppositeを使って表現させた‑した｡

を言わせた‑､机を挟んで座っている児童の位

お‑､そのうち一八人は英語の教師である｡

幼稚園は三歳児から受け入れ､四歳児から外
国語 (英語) に触れさせている｡第一学年から

次に'教科書の絵を利用して､行き先を示す

表現と建物や場所を表す単語の発音を練習し

(英語)､第二'三学年からは第
二外国語(ドイツ語､フランス語､スペイン語)

た｡教科書の会話文を教師に続いて読み'その

は第一外国語

の授業が展開されている｡英語の授業は､第一

後､ホワイトボードに示された

a

〜四学年までは週四単位時間､第五〜一一学年

hote nHiEStreet.などの英文を児童がロシア

is

までは週五単位時間で､一単位時間は第一学年

語に訳し､疑問文･否定文のつくり方の説明を

There

で三五分'第二学年以上は四〇分である｡

gβ
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習をさせていた｡このような練習は､毎時間繰

現に対しては､クラス全員で繰‑返して口頭練

る説明を促していた｡児童は､言いよどみや文

party〜などと質問し､写真についてのさらな

聞いた後'練習問題に取‑組んだ｡最後に身の
周りのものについてt There is a book oロthe

法上の誤りがあるものの､堂々と発表を行って
いた｡

り返されているということであった｡

次に､事前に措いてきた自分の部屋の絵を使

table.Therearepencilsonthetabte.などの文

を一人ひと‑発表した｡

ケーションを大切にしようとする意図はうかが

た｡互いの顔が見える座席配置など､コミュニ

学習内容について英語で質問しようとしてい

進行形の文He is drivingacar.と現在形の文

に､教室に張‑出されたポスターを見て､現在

bed.などと六文程度の英文で発表した｡最後

構文を用い､On the right corner,there is a

が完成すると､児童は一人ずつ前へ出て､絵を

oftFesea.などの英文で絵の説明を行った｡絵

め'教師はThereisabigis‑andiロtFemidd‑e

元の目標文法構造がThere is(are) であるた

を聞き取って絵を描‑活動が行われた｡この単

次に'配布された白い紙に､教師が話す英語

えた｡教科書に沿った授業で'教師の文法説明

He drives acarevery day.の両方で表現する

見せながら教師の言った内容を英語で再現し

って､本時の学習内容である There is (are)

とモデル発話を聞き､児童がそれをまねて繰‑

活動や'主語を変えて文を言う置換練習など､

教師は授業のほとんどを英語で行い､児童も

返し練習をするという内容であった｡

た｡この活動でも､指示文や前置詞をうま‑使

第三学年の授業②

文瀧形態の違いに焦点を当てた練習を行った｡

佃

えなかったり'間違ったりする児童はいたが､

知っている英語を駆使して発表していた｡なか

｢話すこと｣を中心

とした展開であった｡活発に見えたが､九人中

には教師の指示に従わずオリジナルの話をつ‑

｢聞‑こと｣

であった｡児童全員が教師と対面に座り授業を

三人は､挙手をして指名されても素早‑答えら

って発表した児童もいたが'教師はその点は指

この授業は

受けていた｡授業内容は'教科書welcome2,

れないため他の児童が代わって答え'発表の機

男子九人のクラスで､この日は二五分の授業

Unit2NumberSix.HittStreet!の学習であった｡

摘せず'内容に関する質問をして発話を促して

are

会が与えられないことがあった｡少人数であっ

Where

you

最初に､既習表現である

ではなかった｡また'授業形態は教師主導の一

ってはいるが､文法説明や表現の練習よ‑も､

この授業では､初等学校と同じ文法項目を扱

いた｡

What kind of hair and eyes have you got?

斉指導で'活動は児童が指示されたことに答え

学習した内容を実際に使ってみることに焦点が

ても'すべての児童が活動に参加しているわけ

Whattime do you get up?などを使って教師

る機械的な練習が大半であった｡

from?やAre you eight or nine years otd?

が次々と児童に質問し､児童は驚くほど速‑答

の文法的な誤りを正すことは最小限にとどめ､

当てられていた｡そのため､教師は児童の発話

刷

第五学年の授業

えていた｡しかし､答えはあらかじめ決められ

のクラスで

内容に対して質問した‑確かめた‑して､児童

(女子一人､男子四人)

あった｡授業の最初に､教師は前回の授業で扱

がさらに英語を話さなくてはならないように仕

児童五人

しでも児童が間違うと､.教師がNoI Mistake!

った数枚の外国の卒業式や授業の写真を貼‑､

ており'形式的な練習であった｡そのため'少
などとフィードバックし､児童は言い直した‑'

第六学年の授業

向ける工夫をしていた｡

回

一人の児童がl分間英語で説明した｡教師は'
What are they doing? Are they having a

次に当てられた児童が答えたりしていた｡また､

間違ったり､自信のない答え方をした児童の表
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児童数は七人 (女子五人､男子二人) で､前
ていた (写真‑)0

ナタリア･ネステロワ学校

その後､教師は黒板に白紙の画用紙を貼り､

一九九〇年に設立された私立の小･中一貫校

を促したり､児童が伝えようとしている内容が

内容に関する質問をすることでよ‑多‑の発話

師が口の形を見せながら発音し､児童がまねて

教師による授業であった｡まず､英語の音を教

児童は九人 (女子三人'･男子六人) で'新任

g2
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yesterday.と過去形を使った文をつ‑り発表し

あった｡動詞の原形が一枚の花びらに一つ書か

描かれているものを自由に想像するように指示

で､幼稚園を併設し､バレエ学校や大学など同

項の第五学年のクラスと同じ教師による授業で

れたカードを並べて､規則動詞と不規則動詞の

し一分ほど考える時間を与えた後､児童一人ひ

一〇人前後で､全体で六五人の小規模な学校で

二輪の花をつくる活動であった｡児童は､二つ

wear

じ系列の学校がある｡児童･生徒の数は各学年
who

とりに想像したものを発表させた｡児童の一人
man

のグループに分かれ､それぞれ机の上に置かれ

a

は､H

重視しており､医師､カウンセラー､心理学の

is

white c一othes.And iロhis arm Fe ha°e a

専門家が常駐している｡カリキュラムは､国･

dessert.There

strange green drink.And there are two

see

たカードを二種類の動詞に分けて二つの花を完

zebras andone ofthem look on the sky.Itis

公立に準じて行っている｡特色は､個に応じた

を

成させた｡次に､児童は一枚のカードを選び､

btue without any clouds.と､五〜六文の英語

授業を実践していることや､近代的な設備を兼

英語の教師は､指導経験年数の長い教師と大

する入学四カ月後から開始され､児童のレベル

り返させたりはしなかった｡全員の発表の後､

この授業では､教師は児童に多‑の英語を話

等に合わせて､最大で週四単位時間の英語の授

学を卒業して間もない教師の二人であった｡英

す機会を与え､や‑敬‑や問いかけを英語で行

業が行われる｡第二学年から第四学年は週四単

無人島について話をした児童の話を凝りあげ､

っていた｡発表をさせる前には教師自身が例を

位時間､第五学年以上は週五単位時間､第一〇

語の授業は第二学年から本格的に始まるが'第

実演して､どのような発表が期待されているの

学年以上では週六単位時間の授業が展開されて

無人島に行くとき持って行‑三つのものについ

かを明確に示していた｡二､三人のグループや

いる｡一単位時間は四〇分である｡

1学年では､ロシア語のアルファベットが定着

七人全員で取り組む活動が多‑､教師はすべて

回

正しいかどうかを確かめた‑していた｡

第一学年の授業
の児童が常に参加できる活動を仕組んでいた｡

て答えさせた｡

(教育)

たとえば､eatを選んだ場合'その動詞の活用

で述べていた｡教師は誤りを正すことはあって

ね備えていることである｡

(花びらに書かれた動詞の過去形を使って, 1人1文をつくり発表)

ある｡精神的な面も含めた健康管理

形のeat･ate･eatenを言い､?続いてlatefish

も'強制的にそれを訂正したり正しい表現を繰

写真1 :第6学年の授業
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発音する活動や､教師がボールを投げながら､
name

is〜

WhatuSyourname? How old are you?と尋

ね'ボールを受けた児童が､My

教師の言う英語を聞き取って答えた‑､繰り返

して言ったりしていた｡しかし､挙手をせず､

教師の発話をあまり理解できていない様子の者

もおり､児童の英語力には差が見られた｡

se<epと答える活動が行われた｡次に､

Ⅰ)孤

刷

第七学年の授業

絵カードを見て単語を発音した‑､カードに書

生徒数は七人 (女子四人'男子三人) で'イ

ンターネットや辞書などで調べた内容を発表す

かれたものが好きか娠いかを言った‑､教師の
言う動詞 (run.jump.turnrightなど) に合わ

る授業であった｡教師は､第一㌧

とは別の経験豊富な教師であった｡生徒は､

三学年の担当

せて体を動かす活動などが行われた｡

その後､アルファベットの文字を書き写す作

Catsなどコミュニケーションにかかわ

WhalesandDolphinS,Hieroglyphs,Telephone,

SmilesI

業など､次々と活動を変えながら授業が進めら

れた｡入学して数週間であるが'自己紹介や自

生徒が原稿や画面を見ながら発表していた｡文

教師は常に机間を回‑'児童に質問をするなど
第三学年の授業

してコミュニケーションを囲っていた｡

回

児童六人 (女子一人､男子五人) の授業で'

準備期間が二､三日であったため､ほとんどの

発表した生徒がいた｡

使われている感情を表すイラストなどについて

Smilesに関して､笑顔の重要性や日常生活で

いて一人五分程度の発表を行った｡たとえばt

るテーマで､プレゼンテーション･ソフトを用

前項の第一学年と同じ教師が担当していた｡既

その後､発表の際の児童の複数形に関する誤

献･辞典･インターネットで調べたものをその

分の好きなものなどを言うことができていた｡

習の動物の単語の綴‑をグループで埋めるゲー

H

りに関して教師が解説し､学習した表現の

まま用いた生徒は､Salutationやresentment

ba11Sを

ムや､物'動物､数､たとえばthree

ha<e

などといったむずかしい語の発音を気にしなが

gotmanytoys.などをノートに書‑作業

聞き取り､児童がその数を紙に書き取る活動が

も行われ'児童は正確に英文を書いていた｡
する場面はなかったが､第三学年ではペアワー

ら発表を聞いていたが､内容に関する質疑応答

面があった｡発表者以外の生徒は画面を見なが

第一学年では児童同士がコミュニケーション

クや発表場面などで児童同士が､英語を使う機

の時間は設定されていなかった｡発表が一通‑

ら発表し､ときどき､教師が発音を言い直す場

行われた｡次に､持っている玩具について､
Howmanytoyshaveyou got?やWhatcolor

をし､それを皆の前で発表した

会が何度かあった｡決められた対話ではあるが､

終わると'教師は生徒に意見を求め評価させ､

isyourtoy?を使って'B ペアで簡単な質疑応答

童が表現を忘れてしまったときは､教師がロシ

色や数などを自分で変えて自己表現する場が設

(写真2)｡児

ア語と英語を交えながら､答えを導‑支援を行

定されており､児童らは､流暢とはいえないが､

次回の授業では改善点について分析することを
っていた｡
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(ペアによる発表)

写真2 :第3学年9)授業
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これらの文章を暗記し､1人ずつ順に教科書を

は教科書を見て確認していた｡その後､生徒は

週あたりの英語の授業時数は､第一〜四学年が

見ないで全文を発表する活動を行った｡正確に

し､計五クラスの習熟度別授業を展開している｡

四単位時間'第五〜一一学年が六単位時間であ

覚えていない部分に関しては､自分の知ってい

予告した｡

ーネットや百科事典などで調べ､情報を活用す

る｡一単位時間は､第一学年の前期のみ三〇分

この授業は'各自が興味のあることをインタ
る技能を伸張することを目的として位置づけら

誤りは指摘せず､内容が合っているかを評価し

る英語を使って発表していたが､教師は文法の

いずれのクラスも同じトピックを扱い､次の

ていた｡また､生徒のレベルに応じて教科書を

で､それ以外は四〇分である｡

川〜何の技能別授業を通して､自分の意見を言

holiday?やWhat kind of holiday do many

最後に､教師が､WhatistFemainideaofa

見ながら言わせるなどの手立ても講じていた｡
であ

people like?などの内容に関する問題を出し､

(一〇

〜一五分程度) を視察する機会を得た｡

二人の生徒がその問題文と答えを黒板に､その

ジェリア出身の外国人教師やイギリスで研修を

人の教師がいる｡そのうち'英語の教師はナイ

約八〇人の児童･生徒が在籍してお‑､約四〇

習を行う段階である｡生徒はマイクのついたヘ

音読練習して語嚢を増やすとともに､文法の学

た｡学校で独自に作成された教科書の英文を､

徒数八人 (女子三人､男子五人) の授業であっ

回

ス全体で共有した｡

冠詞や不定詞､綴りの誤りなどを指摘し､クラ

の正誤や文法の誤りを確認し､何人かの生徒が､

体で板書された問題文と解答を見ながら､答え

回

LL形式による語垂と文法の学習

り､今回の視察では､技能別授業の一部

授業のトピックは｢休日･休暇について｣

えることを最終的な目標としていた｡参観した

れていた｡第七学年になると生徒の能力に差が
出て‑るが､この活動では間違いを恐れず挑戦
することを重視しているということであった｡

現代教育学校
私立の小･中二尚一貫校で､一九九〇年に設

立された｡モスクワ経済単科大学の附属学校で

受けた教師を含む八人であった｡

ッドホンをつけて授業を受け､教師はランダム

第六‑八学年の中級の上のクラスで､生徒数

他の生徒はノートに書いた｡この後､クラス全

初めて英語に触れる第一〜四学年の授業で

に生徒の発音を聞きチェックしていた｡まず､

八人 (女子三人､男子五人) の授業であった｡

1学年の中上級の下のクラスで､生

は､人形やビデオ'歌などを使っての挨拶や自

生徒は教科書の英文を見ながら､ヘッドホンか

二つの活動から成り立っており､一つは個人で

第九〜1

己紹介､アルファベットの文字と動物の名前の

ら流れる音声のスピードに合わせ自然な読みを

ヘッドホンから流れる音声をもとに語桑や文法

あり'同大学への推薦入学制度がある｡全体で

発音練習など､英語に親しませることを目標と

するように促された｡英文は､田舎や都会､家

を学ぶもので､もう一つは教師と生徒の対話で

自主学習を併用した語垂と文法の学習

した授業が行われている｡

での休日の過ごし方について､それぞれ二〇〇

ある｡生徒の集中力を向上させる目的で､ヘッ

基礎学校と中等学校の学齢である第五〜二

語程度で書かれていた｡

ドホンから流される音声は1度であった.参観

(第五学年)､中級

音読練習後､教科書と同じ文章の語嚢や表現

した授業では'それまでに現在完了形を学習し

学年は､原則として初級

が一部空欄となったものを見て､空欄を埋めな

てお‑'今回はそれに使用するための動詞の語

と

学年に応じて分け､中級･中上級はそのレベル

がら読む活動を個別に行った｡分からない箇所

(第六〜八学年)､中上級(第九〜二学年)

内で二つのクラス (レベル別に上下) に細分化
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形変化を学習した｡生徒はヘッドホンから流れ
最初､生徒は

るものであった｡

の英

What

｢テレビゲームについて｣

る音声を聞きt study.studied.studyingなど

文を各自で黙読した｡その後'教師が

機会を増やし､さまざまな場面の英語を理解で

きるようになることで､教材は､トピックに合

わせた映画や物語の場面を選ぶということであ

was the text about?やWhat was the major

を繰り返し練習していた｡

その活動と同時に'生徒は一人ずつ教師のも

ideaofthistext?など文章の内容に関する質問

からトピックの

｢休暇｣に関連する場面を五分

まず､生徒は､映画

った｡

とへ行き'休日･休暇について教師からt

を生徒に投げかけた｡指名された生徒は'Ht

程度視聴した｡内容は､主人公であるフォレス

﹃フォレスト･ガンプ﹄

Whatdidyoudoforyoursummerholiday?な

was about video games,and they are usually

ト･ガンプの幼少期の家に居候していた青年

どの質問を受け､それに対してH went to the

forkidsandjuniors.やThemajorideaisthat

sea.manylakes,andZalsowentshopping.な

が､休日はギターを弾いて楽しんでいることか

your

youshouldlimitthetime.など答えていた｡指

Were

ら'主人公もギターとダンスに興味を持ったと

どと答えていた｡また'教師は

名された生徒の答えに疑問を持った生徒が､さ

いうものであった｡

その後､この内容についての質疑応答が行わ

you?など'さらに生徒の発話を

parents

らに補足の説明を行う場面も見られた｡

教師は､文章の内容に関連づけてさまざまな

れた｡教師は､Where didForestlive?と問い

with

引き出す質問を行っていた｡

その後､学習した語乗や文法を確認するため

質問を行い､すべての生徒に発話する機会を与

かけ､生徒がln

I

｢私たちは一九五九年か

えるようにしていた｡文章から読み取る質問を

に､教師がロシア語で
や｢私は一度もロン

but exactty where〜などさらに詳細な返答を

to

his

house

one

of

day?とーピッ

kiロd

Alabama.と答えると､Yes.

らモスクワに住んでいる｣

行うと同時に､Howmuchtime

doyouspeロd

ドンに行ったことがない｣などと言い､生徒が

per

came

求める質問を行った｡また､What
hours

person

playing video games?とゲーム好きの生徒に

英訳する活動が行われた｡二人の生徒が黒板に

four

クと関連した内容を引き出すための質問も行っ

or

day.と答えると､他の生徒も身近なこととし

ていた｡教師は､初めは生徒を指名して答えさ

問いかけ､Honestly,three

終了後､教師は全員の解答を誤‑がないか確認

て興味を持って聞いていた｡教師が'生徒の発

書き､残‑の生徒はノーーに書いていた｡問題

していた｡

せていたが､徐々に生徒から自由に答えが出る

リーディング

話の誤‑を正す場面などは見られず'内容を正

刷

様に文法の誤りを正す場面は見られなかった｡

ようになった｡ここでも､教師は他の活動と同
リスニング

確に伝えることが重視されていた｡

第九〜一一学年の中上級の上のクラスで'生

回

この授業では､ヘッドホンから流れる物語や

ここでは､最後のまとめとして､これまでに

の授業であっ

た｡このクラスでは､リーディング､リスニン

詩などを聞いてそれを自分の言葉で言い換える

学んできたトピックの内容について'教師とク

(女子四人､男子五人)

グ､スピーキングの三つ･の技能別授業の一部を

活動や､ビデオを見て内容を説明する活動など

ラス全員による議論が行われた｡今回の‑ピッ

徒数九人

参観した｡最初のリーディング活動は､同じト

が行われるということであった｡教師によると､

クである休日･休暇について生徒それぞれがど

スピーキング

ピックに関する教科書の新しい英文を読み'そ

これらの活動の目的は､母語話者の英語を聞く

㈲

の内容に関する教師の質問に答え理解を確認す
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生徒に多‑発言させる時間をとっていた｡

のように感じているかを､教師が先導しながら

せることができる反面､生徒同士が英語で話を

別の学習が多いため､生徒個々のレベルに合わ

なかった｡また､スピーキングの授業以外は個

第二学年の授業の様子について､また､再来

ら第九学年､および中等学校第一〇学年および

来月号では､引き続き､基礎学校第七学年か

ある生徒はt HoLidayshoutd be relaxing.と

①意味･内容の理解を伴うインプットの重要性の

(注)

示唆を論じる｡

月号では'これらを受けて日本の英語教育への

want

共通する授業の特徴

する場面はほとんど見られなかった｡

発言し､そのためにはいつもと違う場所に行っ

people

たり違うことをしたりすべきだと主張した｡そ
れに対して､別の生徒は､Some
tospendtheirtimeplayingvideogames.と自

た｡また'教師は文法の誤‑はほとんど注意し

に自分の考えを発表させるように指名してい

教師は､議論の進行役として'すべての生徒

を理解している様子であった｡ことばの意味や

きかけをしており､児童･生徒はそのほとんど

ていたことである｡教師は常に英語で支援･働

とは'授業が一〇人以下という少人数で行われ

②第二言語習得理論研究の分野では'｢学習者が意

初等学校･基礎学校に共通して観察されたこ

なかったが､生徒の発言が伝わらない場合は､

内容の理解を伴う英語のインプットとインタラ

味の伝達をしながら､同時に文法形式に意識を

分の考えを述べた｡

異なる言い方で言うように導‑などして､生徒

クション量が多い教室環境となっていること

喚起される｣状態はFocus on Formと呼ばれ'

それぞれの技能に特化した授業において､生

あるが､流暢でなくても伝えたい内容を英語で

次に､児童･生徒は文法や発音などの誤りは

けるパターンプラクティスなどの練習'そして'

ある｡参観した授業では'初等･基礎学校にお

CulturalPerspective.(pp.39･52) Amsterdam:

(eds̲).ForeignLanguageResearchin Cross･

In de Bob K..RI B.Ginsberg.and C.Kramsch

Feature in Language Teaching Methodology."

@Long.M.)99). "Focus on Form:A Design

UniversityPress.

andCognitivePsychology.NY:Cambridge

LanguageJPerspectivesfromAppliedL,inguistics

①DeKeyser一R.M.(ed.)2007.Practz.ceinaSecond

(参考文献)

言語習得に寄与するとされる (Long.)99))0

られている (DeKeyser.2007)0

とフィードバックが重要であることは広‑認め

の条件の一つであり､加えてインタラクション

なかではさまざまな立場があるが､習得に必須

が伝えようとすることが聞き手に理解されるよ

は､効率的かつ効果的な言語習得には必須の条

度合いについては､第二言語習得理論研究者の

うに支援していた｡

①

徒は活動の手順を心得ており､教師の指示に従

表現しょうと努力していたことである｡英語の

つである｡

い､そつなく活動に取り組んでいた｡また､事

誤りに関しては､活動中に注意を促す程度で意

件の1

前に打ち合わせがなされているとのことで､教

味内容の伝達に重きを置いているようであった｡

*

師間でもそれぞれの技能別授業の趣旨が理解さ

日本とロシアは共通してEFLの学習環境に

自らの考えを自信を持って発言しているよう

自らの知識を駆使し伝えたい内容を発表するよ

②

れているため､授業で教師が行うべきことが明

な生徒もいたが､教科書の文章を繰り返してい

うな言語活動へと､日本に比べて早い時期から'

確になっていた｡

るだけのような発言も見られ､生徒がどの程度

かなり自由度の高いものへと展開されていた｡

lohnBenjamins.

自らの考えで発話しているかについては分から

β古
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一日本の英語教育への示唆一
周

村上美保子(星城大学准教授) /今井典子(高知工業高等専門学校准教授)

東野裕子(兵庫県西宮市立高木小学校教諭) /奥村耕一(神奈川県横浜市立地中学校教諭)

杉浦理恵(東海大学准教授) /桐生直幸(鎌倉女子大学短期大学部講師)
柿本早紀(足立区教育委員会) /人見徹(東京外国語大学大学院)

大谷多摩貴(東京外国語大学大学院) /高島英幸(東京外国語大学教授)

学年も含む) と中等学校 (第一〇学年･第二

階にあたる基礎学校の第七〜九学年

いて生徒から教師に質問をする場面も見られ

の活動はすべて英語で行われ､単語や表現につ

ついて全員でディスカッションをした｡これら

されたパラグラフを本文のどこに挿入するかに

で､どのような英語の授業が行われてい

今月号では､日本の中学校および高等学校段

学年)

た｡

べ'教師は迷信は文化によって異なることなど

(1部第六

るのかを見ることにする｡

さらに'ロシアでは一般に迷信はどのように

前号で第三､五､六学年の授業について報告

を説明していた｡最後に､宿題のワークシート

受け取られているかに関して生徒が意見を述

した､幼稚園から第二学年までの一貫校であ

が配られ､次回はミニ･エッセイを書‑という

第 二〇六学校

る｡この学校は､第五〜二学年までは'大学

生徒の英語力は多少の差があ‑､特定の生徒

予告があ‑'授業は終了した｡

(四月号図1参照)｡

進学をめざす学校であるギムナジヤとなってい
る

見られたが､発言の少ない生鹿には教師が働き

の発言回数が他の生徒に比べて多くなる傾向は
生徒数六人 (女子三人､男子三人) の授業で

かけを行い､授業への積極的な参加を促してい

第一〇学年の授業
あった｡習熟度別に一クラスを三グループに編

た｡また､生徒からの語嚢や表現に関する質問

吊

成したうちの上級クラスで'国際標準テストで

に対し､教師は文脈から意味を推測させたり'

ーマとして扱われていた｡まず､教科書本文

Uロit‑Readiロg u⁚SuperstitioロS(迷信) がテ

参観した授業内容は､StrategicReading3の

分の考えや問題の解答の根拠を論理的に説明す

徒の発言には文法的な誤りは散見されたが､自

を導き出すように支援する工夫が見られた｡生

例文や類義語を示すなどして､生徒が自ら正解

①

あるHELTSの平均は六･五である｡

(TheWashingtonPostの記事を題材とした約五

らない単語には下線を引‑こと'内容に関する

ムナジヤで'第五〜一一学年までの各学年に五

1九五八年に創立された生徒数四五五人のギ

第四五学校

ることができていた｡

を四〜五分で

〇〇語の文章で､新年のカレンダーを旧年中に
貼ることに関する迷信について)

T＼F問題を解くことが同時に指示されてい

〇〜八〇人の生徒が在籍している｡｢外国語の

黙読するように指示があった｡その際に､わか

た｡T＼F問題の答え合わせの後､新たに提示
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万三､〇〇〇ドルの報奨金を獲得し､さらにル

Presideロt Grant(大統領賞) を受け'年間三

アメリカ人一人)

である｡優秀校として

員数は約一〇〇人で'英語教師は二人(うち

れ､毎年定員に対し約三倍の志願者がある｡教

(国語)･数学の三教科による入学試験が実施さ

に対して'各生徒より回答とその明確な理由を

な有名人にな‑たいか｣という教師の問いかけ

せる活動が行われた｡次に'｢マドンナのよう

に情報を提供し､それが誰であるのかを推測さ

配付して黙読させ'もう一方のグループ(五人)

ドンナ) に関する記事 (約二六〇語の文章) を

speakOutという雑誌から抜粋した有名人 (マ

単語の復習の後､一方のグループ(四人)に､

倒的に多いという点で'少人数での授業の利点

クも多‑､教師と英語でやり取‑を行う量が圧

の発音や表現をその場で訂正するフィードバッ

す教師の働きかけが随所に見られ､生徒の英語

た｡また､生徒の発表中にもさらなる発話を促

の活動がバランスよ‑組み込まれた授業であっ

｢話すこと｣｢聞‑こと｣｢読むこと｣｢書くこと｣

発表させた‑'最後には考えをまとめるという､

事を読ませたり､読んだ内容から必要な情報を

で'英語･ロシア語

ーク･オイルという石油会社より教育支援を受

引き出す自由会話が行われた｡発話を促したり'

が感じられる授業であった｡

指導に重点を置‑学校｣

けている｡また､三年間で七人の教師が優秀教

間違った表現や単語に対して正しい言い方を提

②

師賞を受賞していることからも'研究に力を入

(女子五人'男子三人)

第八学年の授業

佃

③

生徒数八人

のクラス

示した‑する､教師からの働きかけが頻繁にあ
った｡

れている学校であることがうかがえる｡

英語は全学年必須科目で､授業時数は週四単

の記事を配付Lt有名人であることの不利益を

流し､歌詞のなかから､He

本時のテーマである携帯電話に関するラップを

で'教科書を使用しない授業であった｡最初に､

の選択科目として'ドイツ語･フランス語･ス

述べた箇所にアンダーラインを引かせ､発表さ

He cansurfthelnternet.などを発表させ､歌

ZEl人のグループが意見を述べた後'別の雑誌

ペイン語のいずれかを週三単位時間履修するこ

せた｡次に､マイケル∴ンヤクソンやプリンセ

詞が書かれたプリントを配付し､内容を確認さ

位時間'1単位時間は四五分である｡英語以外

とになっている｡外国語の授業は､一クラス

ス･ダイアナなどの有名人の写真とその人物に

life

How

any

like?

weren't

your

there

games.や

を三分割した少人数のクラス

せた｡次に､教師がlf

be

would it change?(もし､携帯電話がなかった

woutd

play

(二五〜三〇人)

関する説明文を五人の生徒のグループに音読さ

can

編成で実施されている｡

want

mobiles,what

you

せた｡生徒は'読むだけでな‑､■教師の質問に
も答えていた｡最後の一〇分でDo

第六学年の授業

回

児童数九人(女子七人'男子二人)の授業で､

ら､生活はどのようになるのか｡どう変わるの

教師も生徒も'授業中の使用言語はすべて英

その後､行政と生徒の二つのグループに分か

た｡生徒は挙手Lt活発な意見交換が行われた｡

famous?という題で意見を一〇〜一五文

to

か)

れていた｡使用教科膚は'ロングマン出版の

語であり'途中生徒がロシア語で発言した場合

れ､行政側は､Whymobilephonesshoutdbe

be

四人と五人に分かれて向かい合った座席配置

で書‑作業が行われた｡

Friends3である｡今回の授業は､Famous

は英語の使用を促し'生徒は言葉に詰ま‑なが

と問いかけ､生徒に意見を自由に発表させ

で､グループ活動が実施しやすいように配慮さ

people(celebrities) に関するもので､ビル･

banned?(禁止する理由) を､生徒側は､Why

youneedmobilephonesatschool?(許可して

らも､英語で伝えようとする積極的な姿勢がみ

られた｡教科書のトピックに関連した雑誌の記

ゲイツを取‑扱った内容を発展させる､教科書
を使用しないまとめの授業であった｡
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車く薄,㈱㈱
もらう理由)

をそれぞれ英語で話し合いながら

画用紙に箇条書きしてまとめた｡準備の後､各

own business.) などの略語の意味を想像して

自由に話し合った｡

の話す英語は速かったが､生徒は内容を理解し

ており､ロシア語の靴‑があるものの流暢な英

種類のCNNテユースが流され'配付されたワ

語で答えていた｡その後､ひとつが二分間の二

service I Health and social education I

ークシートの質問に答えるよう指示された｡

aロd

会見を想定したミニディベートが行われた｡両

Approaches to learning I Environment I

最後に､五つの領域(Commuロity

者は､画用紙の内容を見ずに意見を述べた‑､

Humanandiロgenuity) が印刷された用紙が各

いうタイールで､ニューヨーク市民が観光客の

グループの代表が市長役と生徒役になって記者

相手の意見に反論した‑と､楽しい雰囲気のな

グループに配付され､本時の授業内容でこれら

行動について不満を述べている内容であった｡

home!と

かで進行し､日頃から意見を自由に発言する活

の領域に関するキーワードを書‑活動が行われ

ワークシートの質問は､ニュースに関するもの

go

動が行われていることがうかがえた｡

た｡教室にはこれまでに作成した同様の用紙が

で､たとえば､｢観光客のニューヨークに対す

つ目のニュースは､Tourists

次に､学校で携帯電話を使用する際のルール

掲示されており､この活動は日頃から授業に取

る印象はどのようなものか｣という設問に対し

l

について意見交換が行われた｡We can switch

り入れられているようであった｡一方のグルー

プには自由に考えさせ､もう一方のグループに

Excited.などと口々に答え'教師はそれに対し､

Do

you

take

it.Fantastic.

はすでにキーワード

Tourists were excited.You. must say New

it?

not?と質問して理由を述べさせ

put

love

Protectioロ＼F巴se<巴ue＼Dictionaries＼Free

YorkiseXCi肯伝･というように'語尾を強調し

教師はWhy

you

て'生徒は､They

use

emergeロCy CaFsなど) が書かれた用紙が配ら

て両者を比較させながら発話の文法の誤りを指

①

offthesoundofmobilephoneswhenwedon't

する) やNot listen to music Loudly.(音楽の

れ､それぞれのグループで完成させた｡このよ

摘し､自然なや‑と‑で解答を確認していった｡

them.(使わないときには､電源をオフに

たり､When you don't use a mobite phone.

うに生徒の英語力を考慮し'難易度の異なる内

would

＼

a

生徒たちは一度ニュースを見ただけで'ほぼす

(Commuロication

where

容で両グループに作業をさせ､その後'両グル

べての内容を理解していた｡

などの意見が出された｡

mobi‑epFoneoutofyourpocketandputiton

ープに発表させ授業を終えた｡

音量を大き‑しない)

the desk? (使わないで授業中に机の上に置‑

二つ目のニュースは､Misbeha<iロg tourists

iロTokyoというタイトルで､築地での観光客

第九学年の授業
生徒数九人(女子四人'男子五人)のクラスで'

の行動についての内容であった｡このニュース

刷

使用テキストはNewOpportunities(intemlediate)

については､背景知識がないためか理解がむず

などと発話をさらに引き出し

u⁚

のはどうですか)

であった｡授業では'テキストの

かしい様子で､二度ニュースを見ることになっ

たりしていた｡

(Laughoutloud).ROFL(Rottingonthefloor)

Travelに関連して'｢観光客に対する地元住民

た｡Whattime doesthe auctionstart〜という

LOL

やASAP(AssooロaSpOSSib‑e) などの略語が

の意見について｣というテーマを扱っていた｡

設問に'生徒がBefore dawn.とニュースで使

さらに､携帯電話などで使用される

紹介された｡生徒たちは'配付された用紙に書

まず､モスクワに観光客が来ることのよい点と

ModEe

かれたlC(I see.).HUH?(Have you heard?).

われた語をそのまま答えると､What

of

悪い点について､生徒に意見を出させた｡教師

time
MAD! (Madaboutyou!).MYOB(Mindyour
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いた｡発音を教師が正すことはあったが､内

前ですね)

のように言い換え､語嚢を確認して

をYes.beforethe suロrises.(そう､日が昇る

morniロg.という答えを引き出し､さらにそれ

the day is it?と教師は尋ねt Morning.Early

えに窮したときには'教師が英語で例を出し'

ることなく次々と英語で答えていた｡生徒が答

英語のスピードは速く､指名された生徒も臆す

い換えさせながら確認していった｡教師が話す

では'生徒に語桑の意味を別の単語や表現で言

すでに配付されていたプリントの答え合わせ

二〇人'人文系の教師は二七人であり'そのう

や心理学を専門に学ぶ学科がある｡教員数は一

学試験を実施している｡英語科のほかに､薬学

この学校では､優秀な生徒を選抜するために入

第七〜一一学年まで五六〇人の生徒を擁する｡

校｣の先駆的学校として開校された学校であり'

一回英語の教科会議を持ち情報交換を行い､学

容･長さ･速さなど､生徒の受け答えは全般的

次に'数学の問題を解く能力の男女差に関す

期に一度は'校内で英語教育の研修会も実施し

ち英語の教師は一六人である｡英語教師は週に

る意見をCDで聴き､ワークシートの問題に答

ているということであった｡

生徒から答えを引き出していた｡

最後に'モスクワで観光客がすべきこと'す

える活動が行われた｡内容についての問いに対

回 第一〇学年の授業

にネイティブスピーカーと変わらない印象を受

べきでないことについてのルールをグループで

して､生徒は自分の言葉で説明をしていた｡ま

けた｡

話し合うという課題が出された｡生徒たちはと

生徒数一〇人 (女子九人､男子一人) の授業

た､ワークシートに書かれたロシア語を英語に

Try

to

きにはロシア語で'楽しい雰囲気でt

最後に'将来どのような仕事に就きたいかと

続の授業であった｡教室内は､四人'二人､四

であるが'今回は教科書を使用しない二時間連

であった｡使用教科書はMatrix(Intermediate)

いうことについてディスカッションが行われ

人に分かれたコの字型の座席配置で､グループ

乱す問題の答え合わせを口頭で行った｡

ルールを箇条書きにしてまとめていた｡授業時

た｡どの生徒も自分の考えを流暢な英語で述べ

活動が実施しやすいように配慮されていた｡

use the public transport in the middle ofthe

間が終了したため､発表は次回の授業で行われ

ていた｡生徒のなかには'ロシアではl六､1

day.Change your money to ruble.といった

ることとなった｡

七歳といった早い段階で将来の職業を考えなけ

最初に､教師から簡単に本時の授業内容の説

第一一学年の授業

明があった｡さらに'本日の授業のテーマであ

回

ればならないが､イギリスや他のヨーロッパ諸

る､extreme

のクラス

国では一八､一九歳まで時間があるという点を

ついての英文を音読させ'ペアで二分半会話さ

(女子三人'男子三人)

であった｡この授業では'テキストを使用する

あげるなど､他国との比較をしながら意見を述

せた｡次に､adrenalin capitalというタイトル

生徒数六人

のではな‑､教師がさまざまな教材から扱う内

べている者もいた｡六人という少人数の授業で

の､一〇のextreme

(危険を伴い

興奮する)スポーツが盛んに行われている場所｣

示す｢アドレナリンが出るような

付され'一分間のスキミングの後､タイトルが

が配

sportsに関する記事(各

に

容に関連するものを選択し､授業を組み立てて

あるため'すべての生徒が自由に意見を述べる

sports(危険を伴うスポーツ)

いるということである㍉今回は､｢比較｣とい

記事三七〜八七語'合計およそ六〇〇語)
｢男性と女性が数学の問題を解‑能

一九八九年に｢外国語の指導に重点を置‑学

リセ一五三五

ことができていた｡

うテーマで

力について｣ の議論で始まった｡英語で教師が
質問すると､ロシア語の耽りは残っているもの

の流暢な英語で生徒は答えていた｡
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たのか等の構成

(五点)､③ジェスチャー､声

の調子､聴衆を説得できるような方法であった

の三観点の合計二言州であった｡具体的な例を

extreme

多‑提示した反対側が僅差で勝利した結果とな
った｡

最後に'近年危険を冒しても

sportsを進んでする人が増えている現状を､

今回議論された内容をもとに､肯定か否定の立

場でまとめて‑る課題が出された｡中等教育終

了時の卒業試験である｢国家統一試験｣ のライ

ティングで要求される語乗数が二五〇語である

ことより､今回の課題では二〇〇〜二五〇単語

でまとめて‑ることが告げられ､授業は終了した｡

今回のような本格的なディベートは初めての

えや意見を述べる機会が確保されていることが

74
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はどこかを推測させた｡その後､それぞれの記
事に適する題を'指定されている一一から選び､

｢やってみたいスポーツはある

(二点)

のか等のプレゼンテーションスタイル

るのではな‑､各自が自分の意見を言い､一致

が得られなかった問題は後に回して､話し合い
確認をしていった｡また､それぞれの記事の内
容が具体的にどのスポーツ (rock c‑imbing＼
bungeejumping＼abseiLingなど) のことを説

明しているのかについて話し合っていった｡

｢どのスポーツに特別な技能が要求

(かからな

さらに､配付資料の英文を音読させ､ペアで
のか｣

｢どのスポーツが最もお金がかかる
い)

のか｣

されるのか､どのスポーツが最も危険な (危険
でない)

のか｣などについて五分間会話をさせた｡最後

まず､両グループの代表が二〜三分間でそれ

うかがえ､生徒はとまどうことな‑楽し‑参加

経験ということであったが'日頃から自分の考

ぞれの立論を発表し'次に､五分間グループで

できている様子であった｡二時間連続の授業で

始された｡

は何か｡それらのスポーツをしている人々を知

反論の準備を行った｡相手の発表中に取ったメ

｢読むこと｣｢話すこと｣｢聞くこと｣｢書‑こと｣

sportsに関する

っているか｣｢ロシアでadrenalin capitatと呼

モを参考に､議論として取りあげるポイントに

という四技能が統合された授業であった｡

に'ロシアにおけるextreme

ばれるのはどの場所か｣ ｢10年前と比較して

ついて熱心に英語で話し合っていた. ｡反論では

sports

extreme sportsは人気があるのか､ないのか｣

両グループから順に二人が発展的な議論を展開

から両グループへの評価､最も優れたディベー

六クラスの授業を参観したが'共通する特徴と

共通する授業の特徴

などについて意見を出し合った｡

というテーマで'四人ずつの肯定側と否定側に

ターの発表があった｡採点項目は､①議論が明

して､①インタラクションが豊富にあること､

した｡その後､ジャッジからのコメント､教師

分かれ､互選された二名のジャッジによるディ

確で適切であったか等の内容 (五点)'②論理

②アウトプットの機会が十分にあること'③四

学年までの三校

''(‑トが行われた｡全体でextreme sportsや

的展開であ‑､さまざまな方策が使用されてい

今月号では､第六､八〜

argumentの定義を確認し､その後三分間グル

休憩の後は､Extreme sports are beneLcial.

質問､｢ロシアで人気のあるextreme

‑プで打ち合わせを行った後､ディベ‑トが開

答え合わせが行われた｡生徒は指名されて答え
▼ディベートの準備を英語で行う第10学年生

命句モスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦

技能を総合的に伸長する授業内容になっている

ディング'グループで話し合ったことの発表や

ニング､雑誌記事などの補助教材を使ったリー
ディベートなどのスピーキング､まとめや結果

ことの三点があげられる｡

前号の初等学校段階での授業報告でも触れた

のライティングというように'さまざまな活動

このような特徴は､四月号で概観した'﹃中

ように､教師の指導言語は原則として英語であ

等普通教育基準(外国語)﹄が求めている指導

を系統性を持たせて取‑入れ'四技能を総合的

ね英語で行われていた｡教師が生徒の発話中の

内容と1致するものである｡次号では､これま

る｡中等学校段階では､指導言語に加えて､生

発音や文法の誤りを訂正した際､生徒が正しい

で見てきたような授業を行うために教員がどの

に伸長しようとしていることも見て取れた｡

言い方で言い直すということがあった｡どのよ

ような研修を受けているのか'および､日本の

徒同士のペアやグループでの話し合いもおおむ

うに言えば自分が伝えようとしていることが正

㊨

確に伝わるのかを'実際にコミュニケーション

英語教育への示唆を論じる｡

my

opinioロ＼

はt

British

Council,University

of

総額一〇億ルーブル (約三五億円) で'教師の指導技

(ロシア連邦教育科学省

http⁚＼＼eng.mon̲gov.ruJproJpnpoJuchJindex.printn｡

術向上を目的としている

(pre.inteT7nediate)を使用し'次回からNewOpportunities

③教科書は'前時までロングマン出版のNewOppoTbLnities

(intermediate)のレベルに入るとのことであった｡

④この学校は'国際バカロレア機構(tBO) に所属して

and

serくice(社会と

IBOは､各授業科DEの中心に科目間の連携を考慮し

おり'その教育方針が授業内容に反映されている｡

た､五つの領域‑Community

Approachestolearning(学習の仕方)t Environment

奉仕)tHealthandsocialeducation(健康と社会教育)t

(環境)'Human and ingenuity(人類と創造性)‑

を設定しており'それらは各教室にも掲示され'生徒

(repair)と呼ばれ'インタラクション

に常に意識させている｡

⑤これはリペア

において､話し相手が内容を確認するために言い直し

を求めたり､意を汲んで誤った言い方を言い換えたり

言い直すことを指す(LysterandRanta.1997)0

するときに､学習者が正しい言い方に気がつき自分で

①lELTS2007.[nternationalEnglishLanguageTesting

(参考文献)

と

General

@Ly
s
ter
.
R.a
n
dL
.
Ran
t
a1
9
97."Co
r
rec
t
ive
f
eed
b
ac
k

britishcouncn.org＼africa･ielts･handbook.pdf

SystemHandbook.British Council.http://www･

Austra‑iaの三つの教育団体が共同で運営を行ってい

(高等教育機関進学目的)

in

and‑earロer

form

communicativeclassrooms."StudiesinSecondLLZnguage

of

種類があり､それぞれ四技能のテストがある｡最高点

Acquisition.)9,37･66.

二〇〇七年九月七日付け｡http⁚＼＼

∃,.eigokyoikunews.comJnewsJ20070907[12.htmi

カ国中二一位｣

④F英語教育ニュース﹄ ｢冒LTS平均得点､日本は二〇

二〇〇七年､明石書店｡

③相良憲昭･岩崎久美子ほか (編著) ﹃国際バカロレア﹄

uptake⁚Negotiation

準としている大学が多い (ZELTS.2007)｡二〇〇六年

HELづS受験者の平均点は
(﹃英語教育ニュース﹄

②国家優先教育プロジェクトとして'毎年全国で1万人
の教師が｢優秀教師｣として選ばれる｡この報奨金は

二〇〇七年)0

Modu‑eで五･五九であった

Academic Moduleで五･七八､General Training

の調査では､日本の

は九･〇'最低点は一で､六･〇から六･五を入学基

TrainingModule(学業以外の研修や移住目的) の二

Module

在世界二一〇ヵ国で実施されてい畠｡Academic

る一六歳以上を対象とした国際標準テストであ‑'現

cambridge ESOL Examinations,IDP tELTS

System)

①IELTS(Internationat English Language Testing

(注)

⁚

をしている最中に知ることは､言語習得の観点
から非常に意義深いことである｡

また､学年があがるにつれて'自分の考えを
より長‑､多‑発表する機会が与えられている

ことも特徴的であった｡授業で扱われるテーマ

Hn

に関して､常に自らの意見を求められる第一〇'
一一学年の教室の壁にはt

I'm under the impression that･･･J You are
ロOt quite righ{because‑＼H see what you

mean,butZ'mafraidldisagreewithyou.など

の'意見を言った‑､他の人の意見に反対する
ときに役に立つ丁寧な表現が掲示してあ‑'流

暢さだけでなく'適切な言語使用を心がけるよ
うに促す指導が試みられていた｡
さらに､授業のなかで1つのトピックに関し

て'意見交換､歌やニュース番組を使ったリス
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モスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦
一日本の英語教育への示唆一
回く最終回)

村上美保子(星城大学准教授) /今井典子(高知工業高等専門学校准教授)

東野裕子(兵庫県西宮市立高木小学校教諭) /奥村耕一(神奈川県横浜市立旭中学校教諭)

杉浦理恵(東海大学准教授) /桐生直幸(鎌倉女子大学短期大学部講師)
柿本早紀(足立区教育委員会) /人見徹(東京外国語大学大学院)

大谷多摩貴(東京外国語大学大学院) /高島英幸(東京外国語大学教授)

〇年あまりで､ソ連時代の社会主義思想に基づ

がら概観してきた｡一九八〇年代後半からの二

の英語教育の現状について授業実践を紹介しな

これまで三回にわたり､ロシア(モスクワ市)

あった

庭教師などの副業なしには生活が困難な状況で

額は日本円にして月額約一万円にとどまり､家

二年度の初等･中等教育の教師の平均的な給与

〇〇〇年代に入‑経済成長を遂げても､二〇〇

育現場は激変した

月額約三万三､〇〇〇円で､教育大学で学ぶ若

でも､サンク‑ペテルブルク市の場合､給与は

(高瀬､二〇〇三年)｡二〇10年現在

く教育から個性伸長重視の教育へとロシアの教
し､社会がどのように変化し'教育の方針がど

者の七〜二一%しか教職を希望しない現状があ

師たちもまた'時代が求める新しい授業を創造

る多くの人々との議論や授業視察を通して､教

あるといってよい｡今回の訪問で､教育に携わ

に挑戦し､今もよりよい方向を模索する過程に

次第に上がってきており､現在'リセ一五三五

市においては､二〇〇三年頃から教師の給料は

著し‑異な‑､地域間格差が大きい｡モスクワ

持つため'それぞれの財政状況によって状況は

教師の給与の支払いは連邦構成主体が責任を

(詳細は四月号参照)｡しか

のように変わろうとも'教育の営みは途切れる

る (ロシアRTRtJ22]20)0)0

する力が求められ､変化に挑戦していることが

校 (六月号で紹介) の校長は月額約二'〇〇〇

･;,

ことはない｡ロシアの教育現場は､大きな変化

わかった｡ただ､こうした変化へのk,応は､行

ドル

五〇〇ドル

(三〇〜三五

(二五万円弱)､外国語の教師

◎

000‑三､五〇〇ドル

いが､外国語教師の給料が他教科を担当する教

③

は､他の校種の教師よりも二〇〜二五%程度高

万円弱) の給料を得ている｡リセの教師の給料

は約三㌧

二㌧

数や校務分掌などにより差はあるが､平均して

(二〇万円弱)､一般の教師は､担当授業

政の支援なしに実行することはむずかしい｡

最終回は'モスクワ市の英語教育の特徴を総

教職と研修

変化への挑戦

括Lt 日本の英語教育への示唆を論じる｡

回

まず'ロシアの教師の給与体系と研修制度に

く､職務内容に対し給与は低い｡経済が混乱し

ロシアにおける教師の社会的地位は高‑な

師養成の訓練を実施した｡しかし'訓練の後､

る学校を一〇校開校することになり､日本語教

二〇〇七年に､モスクワ市では日本語を教え

師よりも高くなったのは最近のことである｡

た一九九〇年代には､地方によっては給与の大

多‑の者が他の職業に就いてしまう事態となっ

ついて概観する｡

幅な遅配や支給されない事態にまで陥った｡二

6β

教職研修2010.7

朝モスクワ市の英語教育にみる変化への挑戦

ﾎｨｧx

ｸ

,ﾈ轌;

*

.

第14誹座

鞜H

ﾘ耳韋ﾋ

第15講座

ﾘ耳韋ﾋ

第16紙座

ﾘ耳韋ﾋ

第17講座

侏ｹ

第18誹座 乂y

h,ﾈ､

鞜H

ｸ7H8

鞜H

ｸ5

8,ﾈ､

ﾙ

ﾙ

第20講座

ﾎｨｻ8屍

丶

ﾙ

ﾙ

ﾘ耳韋ﾋ

節27誹座

ﾙ

86

868ﾎｨ*

898ﾎｨ

ﾂ

36

ﾙ

ﾎ｢

h‑

h‑

O

闔hﾊHｸb

6

ｯｨ

侏ｹ

,ﾈｦx

第40誹座 乂y

%ﾙX

h,丶

範41講座 乂y
第42講座 丶
節43誹座 侏ｹ
ﾎｨ,ﾈ

ｸ,ﾈﾅ委ﾈ*
hｼh*

h‑

ﾎｩ￨ﾘｺﾘ嶌,ﾈ8
H*h.俤ｸ,ﾉwi￨ﾂ

h,ﾈ轌;
ﾙ

144

d

144

ﾎｨ

,

ｹ;

8,ﾈ7H8
hｼh,X,ﾈ5

.傚In)

ｻ8支,ﾈ

,ﾈ

8

ﾈ

36
36

ﾈ8ｲ

36

5ﾈ6(6

36

ﾎｨﾄｸ

ｹ;

h

In)

85夷ｨ,ﾈ

hｼhﾕﾉ

8

ﾈ8

72

h8ﾘ4

72
8

36

ﾎｨ

ﾂ

86X4(984

36

In)

In)

ｸ8ｲ

ﾙ

ﾈ

ﾈ

云"

弍ｩ&丶ｸ,ﾉEﾉ￨ﾘﾏﾈ

ｸ4ﾈ984

36

̲ｹd

5ﾈ6(6

(5x8X

72

2

In)

5ﾈ6(6

(*(,H､

72

邊

ﾈｨ駅

h‑

72

In)

Eﾉ￨ﾘﾏﾈ

ﾎｨｻ8支,ﾈ8

2
vR

,ﾉ;

教職研修2010.7

36

36
72

?ﾂ

〔出典〕 http://kurs.mioo.ru/2010/kursyO9‑10.pdf (筆者らによる試訳)

69

12

72

ﾎｨｻ8踪,ﾈ5

868ﾎｨ,ﾈ

h,ﾈ

ﾂ
12

d

8,ﾈ轌;

h‑

胃

ﾎｩ[id

8,ﾈ

第3郎維座 乂y

8,ﾈ轌;

24

36

EB

ﾎｨｻ8支

8,ﾈ

ﾎｨ,ﾈﾎｨ
8,ﾈ6

ﾂ

ｸ6ywｹ
.

h,ﾈﾎｨｧr饉h峪yﾘ

8

侏ｹ

第36高馳巨 侏ｹ

36

EB

ﾈ4x4籀5

868ﾎｨﾉx,ﾉ[h嶌,

ｸ5ｨ986X4(6(4

第35高持座

36

ｸ6ywｹ
.

8*

36

36

EB

ﾈ4x4

.侏ｹ

36

ｩnR

云"

.侏ｹ

85夷ｨ,ﾈﾋｸ

8,ﾈｧy

第33誹座

hｼb

に一度参加するものや夜間に参加するものなど

87H8

第32紙座 侏ｹ

第44誹座

36

ﾎｨｧx･I

節31誹座

8

ﾂ

ﾎｨｻ8支,

868ﾎｨｻ8支,

第38訴座 侏ｹ

85夷ｨ

ﾎｨｻ8支,

第28言伸座

#37#座 侏ｹ

36

.

ﾎ｢

ﾎｨｻ8支,

窮34紙座

ﾂ

*(.x.ｨ,H*(.

ﾙ

鞜B愛

丶

節26言維座

第30誹座 侏ｹ

868ﾎｨ

ﾎｨｻ8支,
鞜B愛

丶

約25言推座

約29誹座 侏ｹ

36

ﾎｨｻ8屍溢

ﾘ耳韋ﾋ

36

ﾂ

ﾎｨ

ｩnX*

ｲ

ﾎｨ

72

㊨

約24離座

ｸ6

72

72

ｸ

鞜H

第19講座 侏靜ｨ,h+ｸ,ﾈﾋ靜ｨ*ｩw

第23講座

ﾈﾆ

ﾎｨｻ8支,ﾈ弴ﾅ)

ﾘ耳韋ﾋ

72

れているということであった｡

節13講座

節22誹座

ｨH,ﾉ

豫yyﾘ,h齪ﾌ握yyﾘ,ﾈｵｨ

第12講座 傅ﾈｧxｧﾈ+

第21講座

,hｻ8踪,ﾉo

ﾙOR

モスクワ市では'教師の資格を更新するため

ﾙ

第11言推座

h,ﾂ綾8屍

人は､一般に､家族を養っていける程度である｡

第10講座 丶

72

たため､日本語教師の給料を二倍にして'教職

ﾎｨｻ8支,i

ｹ

に､五年ごとに研修と試験を受けることが義務

第9講座

ﾎｨｻ8支,h+ｸ,ﾈ皦,

72

たとえば'一八時間は学校内の授業を担当し､

ﾙ

72

8

にとどまるよう対策を講じたとのことである｡

第8講座 丶

6(7h7h8ﾘ4

づけられている｡昇給は､研修を受ける時間数

ｃ"

ﾈ8ｸ4

あとは家庭教師をするなど'個人で学外の仕事

ﾎｨｻ8支,h+ｸ,ﾈ攣

このような経緯から､日本語以外の外国語の教

ﾙ

と連動しており､八段階に分かれている｡一等

丶

をすることも可能である｡また､各教師の給料

第6紙座

師の給料も同時に高‑なった｡また'同じ学校

ｃ

級上げるためには七二時間以上の研修を受ける

ﾎｨｻ8支,h+ｸ,ﾈ攣

は担当授業時間数だけでな‑､その他の仕事に

ﾙ

の収入になる｡この収

丶

868ﾎｨｻ8踪,ﾈ5

144

72

第5紙座

第7誹座

ｲ
144

で教えているにもかかわらず'外国語教師のみ

甑

ｹ

必要がある｡教育委員会や大学･連邦が研修プ

,ﾉ<

応じて加算されるシステムになっている｡たと

8

優遇されているという不公平感があるため'他

ﾎｨｻ8支7h8ﾘ4

ﾎｨｻ8支,h+ｸ,ﾈ皦,

144

ログラムを提供し'五年以内に定められた時間

ﾙ
ﾙ

ｸ6

えば､学級担任をすれば二〇%'ノートをチェ

,ﾈ､
8,ﾈ､

7h8ﾘ

教科の教師の給料も上がり始めている｡

(5

第4誹座 侏ｹ

94

の研修を終えるように教師自らが研修計画を立

ﾎｨｻ8支‑h,ﾈｽ

ックすれば五〜一五%上乗せというように､モ

節3誹座

ﾙ

モスクワ市では､一週間に三六時間を最大と

第2前座 丶

てる｡研修に参加する際は'研修を記録するた

6

畔のあるべき姿｣

スクワ市教育委員会で決められている仕事内容

(二〇万円弱)

澱
第1紙座 唸4･オリエンテーションセミナー(勤｢次世代の外国語教育基
ｨ4x986X ｸ5h8x985ｨ7
ｸt (8(5
,ﾈｻ8孜̲ｹ ｪ2

し､各教師が自分で担当する授業時数を決める

時間数

めの手帳を持参し'研修参加証明をもらう｡週

丼Iwb

と加算率の対照表があ‑'それに従って支給さ

講座番号

ことができる｡三六時間を担当した場合'六万

ルーブル

く資料)モスクワ教育大学の教員研修講座(外国語)

る｡

にすぐに役立つ実践的なものが多‑含まれてい

ーセンティックな題材の活用方法｣など'授業

容も｢英語教育における現代の指導法｣や｢オ

照)

には四四の講座が設けられており､その内

育大学の教員研修講座 (外国語)｣ ((資料) 参

とができる能力の伸長｣(﹃中等普通教育基準(外

のように｢国際社会において実際に使用するこ

教養として認識され'授業は訳読中心で､現在

語教育のほうが盛んであった｡外国語の知識は

ゆる冷戦時代には､むしろドイツ語やフランス

るようになったが､一九五〇〜七〇年代のいわ

が中心で､一九五〇年代からは英語も教えられ

ていることの三点から考察する｡

実践的なアウトプットの機会を授業に取‑入れ

された､①少人数授業､②授業内容の充実'③

モスクワ市の英語教育の顕著な特徴として観察

どのようなことがあるのであろうか｡次項では､

日本の英語教育の現場に示唆となることには'

それでは､モスクワ市の英語教育から､私たち

果をあげているように見受けられた｡

また'正規の研修の時間数には換算されない

国語)﹄)をめざすものではなかった｡現在では､

紀はフランス語､一九五〇年代まではドイツ語

が､教師対象のセミナーも数多‑あり､そのな

ロシアの都市部に住む八五%の児童･生徒'町

さまざまな形態がある｡たとえば｢モスクワ教

かには､インターネットで受講できるアメリカ､

や村に住む六〇〜七〇%の児童･生徒が英語を

⑤

現在､ロシアの教育は､｢GDPに比する教育

少人数授業

日本の英語教育への示唆

イギリス､ドイツなどの海外の講座もある｡ど

外国語として学んでいる (Proshina2009)0

回

の研修に参加するかについては､基本的には個

巻く環境がめざまし‑変わっていることを考え

る｡社会情勢の急激な変化に伴い､教育を取‑

ように､最小限の統一案であるため'各連邦構

この ﹃国家スタンダード﹄ は四月号で概観した

家スタンダード﹄導入以降の最近の傾向である｡

(五､六月号参照)､これは､二〇〇四年の

六人と少人数であり､これはロシアが属する

またt

いる｣と評価されている

社会体制の民主主義化への急変によ‑対応して

が高くt

WEH諸国平

今回の視察で筆者らが参観した英語の授業

均の四二二%､OECD諸国平均の五･四%より

れば'研修が､新しい教育制度や教育観に対応

成主体(たとえばモスクワ市)

WEH諸国のなかで最も少なくt

⑥

人裁量であるが､校長や教科主任が授業を参観

は'総じてインタラクションが豊富で児童･生

も低いにもかかわらず､中等教育修了者の割合

への公的支出は三･七%でありt

し､その教師に必要であると思われる講座の受

徒の自己表現力の伸長をめざすものでぁったが

できる教師を育成Lt質の高い授業を提供する

カリキュラムを組むことができる｡そのなかで､

多‑の国よ‑も少ないことは特筆すべきである

⑦

講を勧めることもある｡

うえで重要な役割を果たしていることは明らか

モスクワ市の英語教育は､﹃教育基準(外国語)﹄

とされている (ibid12007)0

PISAやTHMSSの結果も良好であり､

である｡研修参加への意欲と昇給とを結びつけ､

が掲げる目標の達成が可能となるように実践が

﹃国家スタンダード﹄

﹃国

また､個々の教師が自分に必要であると感じる

推し進められている｡したがって､授業の様子

二五人以上の都市部ならびに二〇人以上の農村

このように､教師の研修と昇給は連動してい

研修を選択することが可能であることは､日本

は､変化に挑戦した教師たちの授業改革の結果

部の教育機関においては'｢外国語｣ ｢テクノロ

は'一クラスの人数が

OECD諸国の

lクラスあた‑の平均児童･生徒数が一

(UNESCO2007)0

とは大きく事情が異なっている｡

であると捉えることができる｡実際に英語を使

や学校が独自に

英語教育における変革

ジー｣｢体育｣や｢物理｣｢化学｣などの実習授

佃

用している児童･生徒の様子からは､1定の成

ロシアの学校における外国語教育は､1九世
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業､第一〇㌧一一学年での選択授業においてク
れていると考えることができる｡

ることで､言語習得に資する学習環境が提供さ

学習指導要領が求める

授業時数が一時間増え､週四単位時間となる｡

外国語の授業において､少人数制であること

のクラスサイズを実現していた｡

英語の授業では'クラスを分割して一〇人以下

なるようだが'筆者らが参観したモスクワ市の

となっているため､地域の財政状況によって異

だし､その経費は連邦構成主体と自治体の負担

ければその利点を生かすことはできない｡what

を行ったとしても'インタラクションの質が低

量も増えることになる｡しかし'少人数で授業

ことも容易で'一人当た‑のフィードバックの

話し合いがうま‑進まない場合などは支援する

教師は生徒の様子に十分気を配ることができ'

また､クラスの人数が少なければ､活動中､

伝えた‑するコミュニケーション能力を養うこ

は｢情報や考えなどを的確に理解したり適切に

えている｡また､二〇二二年度より高等学校で

れた素地をふまえた授業改革をめざす時期を迎

導方法･評価方法などを再考Lt小学校で培わ

能力の基礎｣を総合的に伸張する授業内容･指

読むこと､書くことなどのコミュニケーション

｢聞くこと､話すこと､

ラスを二つ以上に分割するよう勧めている｡た

が求められるのは､それによって生徒一人ひと

る｡四技能の総合的な伸張に加え'生徒が教科

と｣を目標とする学習指導要領が完全実施され

などといった'答えがあらかじめわかっている

書で得た知識を活用した総合的な言語活動を授

dayisittoday?やHow's theweathertoday?

た､その質が上がることが期待されるからであ

ような質問や機械的なや‑敬‑ではなく'意味

業のなかで実践していくことになる｡

‑がかかわるインタラクションの量が増え､ま

る｡インタラクションが言語習得に重要な役割

のある内容を英語でやり取‑する教室環境をつ

生徒同士が英語で話し合ってお‑'生徒同士の

ディベートの準備など'活動以外の場面でも､

ョンが行われていた｡と‑に高等学校段階では､

問を受けた場合などにも､絶えずインタラクシ

問して考えさせた‑'語菜に関して生徒から質

ースや読んだ記事について意見を求めたり'質

ずれも外国語の指導に重点を置いた学校である

業が行われていた｡筆者らが視察した学校はい

な表現を使用できるように､英語力を高める授

は議論などを通して英語のロジックやより適切

を教師の支援を得ながら積み､中等学校段階で

習者自らが､正確ではな‑とも英語を使う経験

底したドリルと練習を経て､基礎学校段階で学

モスクワ市の学校では､初等学校段階での徹

どのような段階で'いかなる活動を授業に取

ければならない｡

業を補強して構成すればよいかを教師は考えな

がむずかしい現実があるならば､どのように授

いられていた｡教科書だけでは教科目標の達成

のESL＼EFL教材や教師が作成した教材が用

参観した授業では多‑の場合､英語圏の出版社

のの､それだけでは十分でないとの判断から'

科書は文学や詩などが豊富に掲載されているも

って作成された検定教科書は存在する｡検定教

インタラクションも豊富であった｡活動の準備

が'さまざまな領域で英語を使用できる能力を

り入れてい‑かについても､再考する必要があ

授業内容の充実

⑨

を果たすことは論を待たない｡モスクワ市で参

‑ることが､日本の英語の授業での課題である｡

⑧

観した英語の授業では､教師は英語で授業を行＼

佃

ロシアにも ﹃国家スタンダード﹄ の基準に沿

っており､学習者の発話に関してフィードバッ

において英語でや‑取乃すること自体が､互い

育成するという﹃教育基準﹄ の目標を達成して

クを行うだけでな‑､たとえば'視聴したニュ

に意思や主張を伝え合う'目的を持ったコミュ

る｡モスクワ市の初等学校では'児童たちは繰

り返し練習することによって基本的な英語表現

いるように見受けられた｡

日本では二〇一二年度より､中学校の英語の

ニケーションを行っていることとなっていた｡

このようなコミュニケーションが教室で行われ
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♯㈱◇紅く薄さ

照)｡一万㌧

である｡外国語は間違えながらも使うことで身

語の授業のアプローチは､.大いに参考とすべき

をさせることが大切であるとするモスクワの英

あれば英語で言うことができるという自信につ

ン二〇〇九｣が開始され'英語教育の充実が焦

についてい‑という認識を新たにLt

(四月号参

ながっているようであった｡外国語教育におい

点となっている｡このプランは'生徒が英語に

テーションやディベート､タスクなどの'伝え

きかという到達目標を提示している

て､学習者に自信を持たせ'達成感を感じさせ

触れる機会を増やし'授業をコミュニケーショ

る内容に焦点をあてた課題解決的で創造的な活

を身につけており､このことが､簡単なことで

ることは重要なことである｡その外国語につい

ンの場にすることなどを提唱し､言語知識の実

動を取‑入れてい‑ことが重要である｡このよ

日本では｢英語教育改革総合プラ

て知識は豊富であっても､自信がないと学習者

践的な活用を奨励している｡この点で､ロシア

うな活動を通して'学習者はコミュニケーショ

ンの手段としてことばを使ったという成就感を

プレゼン

は口を開こうとしない｡ドリルや練習はいわば

と日本の英語教育の指針は類似している｡

このように､類似した目標を持ち､同様に英

基礎体力づ‑‑であり､これが十分になされて

いないと'どのような実技もむずかしいのであ

語活動｣は､｢領域｣としての扱いであ‑'英

校において二〇二年度から導入される｢外国

業から学ぶことができる｡しかし､日本の小学

使うことが可能となることを､モスクワ市の授

させた後であれば'児童･生徒は実際に英語を

このように､練習によって基礎･基本を充実

べて議論した‑するなど､単に学習した表現を

読んで考えたことを英語で伝えたり'意見を述

造的に英文を作って発表したり､自分が聞いて

は､レベルに応じて､与えられた語を使っ･で創

っている｡モスクワ市で参観した英語の授業で

の授業とでは､英語使用の体験のさせ方が異な

参観したモスクワ市の英語の授業と日本の英語

が求める新しい授業の創造に何が必要なのか､

授業であることがわかる｡英語の教師は､時代

創造的な活動に取り組ませ､技能の統合を図る

富で'練習で自信をつけさせながらさまざまな

ことを保証する授業は､英語でのや‑取りが豊

きたように'学習者が英語を使えるようになる

これまでモスクワ市の英語教育について見て

*

感じることができるからである｡

語の技能の伸長をめざすものではない｡したが

使ってみるだけではない'コミュニケーション

どうすれば児童･生徒に育てたい力がつ‑のか

語を外国語として学ぶ環境にあるが､筆者らが

って､重点の置かれる｢積極的にコミュニケー

を行う活動が多‑敬‑入れられていた｡どの児

を考え'実践することのできる｢英語教員力｣

る｡

ションを図ろうとする態度の育成｣

童･生徒も'正確で流暢ではな‑とも'教師の

をつけていかなければならない｡小学校段階で

ともに､四技能の伸長を図る言語活動に取り組

のためには

㊨

どのような取り組みが適切であるのか'日本の

支援を得ながら何とか自分の伝えたいことを英

育成するコミュニケーション能力の素地を､中

外国語が駆使できるようになるには'実際に

ませることで総合的に技能を育成しコミュニケ

⑩

小学校段階については独自に開発しなければな

語で表現し'他の生徒や教師から反応を得るこ

学校および高等学校では､基礎･基本の定着と

⑪

らないことに留意すべきである｡

とで満足している様子であった｡

ロシアの ﹃中等普通教育基準(外国語)﹄ は､

その言語を使う(アウトプットする)経験が不

ーション能力を高めていくことが'日本の英語

実践的アウトプットの機会

国際社会において実際に使える英語力を育成す

可欠である｡知識を実際に活用できるようにな

教育の方向性である｡

刷

ることを求め､習得した知識と技能を活用して

るためには､まずは伝えたい内容を伝える体験

⑫

具体的にどのようなことができるようになるベ
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(注)

クトペテルブルク市の学校を訪問し､授業を参観して

①このニュース番組では'メドページエフ大統領がサン

Evatuation ofEducationalAchievement(IEA) aEl

達度調査である｡

年ごとに実施している算数･数学'理科の国際的な到

いる様子を放送していた｡そのなかで'ゲルテン教育

渉)｣が行われることが言語習得にとって重要である

⑧インタラクションを通じて｢意味のや‑取り(意味交

師の待遇を改善し'実力に応じて給与を上げるシステ

が必要であるとされる｡

は､｢英語教員力｣を､英語力･

授業力･学級経営力の三要素を統合したものであると

⑬高島(二〇〇五年)

定義している｡

は真のコミュニケーションとはいえない(BrockL986)0

はdisptayquestionと呼ばれ'これに受け答えすること

QuarterLy.20.),pp.47･591

Questions on ESL Classroom Discourse,"TESOL,

①Brock,C.A.)986. "The Effects of Referential

(参考文献)

コミュニケーションは'未知の情報を求めて質問する

and M.H.Long(eds.),TheHandbookofSecond
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⑨このような'答えが事前に聞き手にわかっている質問

といわれている (Gass2003).

大学長と会談'同大学の学生と交流し､三年以内に教
ムを構築することを約束していた｡

referenti巴questionとその受け答えを基本に'聞き手

②ここで記載している給与の額は'今回訪問した学校の
された｡他の学校の校長も､モスクワでは外国語教師

校長から得た情報である｡すべてアメリカドルで提示
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