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平成18年度「特色ある大学教育支援プログラム」取組について

申 請 区 分：学士課程

細 区 分：教育方法の工夫改善と主とする取組

取 組 名 称：ティームティーチングによる二言語同時学習

～外国語教育の新たなる教授形態～

小野 隆啓取 組 担 当 者：外国語学部英米語学科 学科長 教授

取組について

（１）取組の概要

本取組は、英語を基軸とした二言語同時学習を目指す先駆的な教育プログラムである。

外国語学部の学生は主専攻の外国語と第２外国語の二言語を履修するのが一般的であり、

両者は独立した科目として個別的に教授されてきた。しかし、本取組では、英語ともう一

言語のそれぞれを専門とする教員がティームティーチングにより、同時に教壇に立ち、同

一内容の教材を用いることにより授業を進める。二言語を対照言語学的アプローチにより

比較対照し、両言語の発音、語彙、文法、表現、意味における共通点、類似点、相違点を

明確にすることで、学習者は個々の言語の特性をより深く明確に理解することが出来る。

この二言語同時学習を実践するために、二言語の融合型 教材を用いて練習量を強化CALL

し、理解を定着させる。また、比較文化論的アプローチにより言語的側面だけでなく、文

化面、社会面なども比較対照することにより、それぞれの言語圏の事情をも理解させる。

（２）取組の実施プロセス

本学は外国語学部設置以来、多言語修得と多文化理解を推進することを外国語大学の重

要な社会的使命と位置づけ、その教育研究の充実に努めてきた。現在、国際共通語として

英語の重要性が認識される一方で、英語教育偏重に対する批判も聞かれる。こうした中、

本学では建学の精神「言語を通して世界の平和を」を具現化すべく、複数言語の修得を奨

励し、複眼的な視野を持って多面的な視点から物事を判断する力を備え、諸外国と日本の

相互理解の増進と友好関係を構築しうる人材育成の推進に力を注いできた。

多言語修得と多文化理解を推進する第一の施策は、平成７年度から始まった７学科（現

８学科）の専門科目を全学生が学科横断的に履修することを可能にした「学科間開放科

目」の設置である。各学科の専門科目の７割を他学科の学生に開放し、専攻語学科の学生

と同程度の高度な知識と言語運用能力を身につける機会を提供している。

第二の施策は、第２・第３外国語科目をはじめとした外国語教育において、科目数と外

16国語の種類の拡大ならびに質的充実を図り、多言語学習を奨励したことである。現在、

言語から選択が可能である。平成 年度からは週２回の外国語基礎科目に上級クラスを14
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設け、週３回の履修を選択可能にした。英語を第２外国語として選択する場合は、高度な

英語コミュニケーション能力を身につけることを目標とする科目を１年次から設けている。

そして平成 年度において、ティームティーチングによる二言語同時学習の科目である15

本取組を開始した。初年度は「 （英語・フランス語）１」を開講し、翌年以降ドイCALL

ツ語、スペイン語、中国語、ポルトガル語、イタリア語と順次開講し、現在に至っている。

平成 年度からは本取組を第２外国語基礎科目から第２外国語研究科目に科目分類を移18

し、より専門性の高い科目として位置づけた。以上のような科目の質的量的拡充により、

学科間開放科目との有機的なつながりを持った教育課程の改善を推進している。

第三の施策は、平成 年度に設置した「国際コミュニケーション副専攻」である。学15

科間開放科目と外国語科目の拡充の結果、主専攻学科の科目を履修しながら他学科の科目

を体系的かつ学際的に修得することを可能にしている。条件を満たした学生には、副専攻

修了書を発行し、学生へのインセンティブの一つとしている。

この一連の施策により、各自の専門分野と関連付けて多くの言語を学ぶ学生が年々増加

している。学習効果の点でも成果が出ており、学科間開放科目の単位取得者は学習意欲が

向上し、各自の専攻外国語においても優れた成績をあげている。例えば、平成 年度の17

学科間開放科目非履修者の専攻語科目の 平均点が であるのに対し、履修者の平GPA 2.21

均点は と有意に上回っている。2.38

この一連の取組の新たな展開として二言語を一つの授業で同時に学ぶという構想を立ち

上げ、それが本取組となった。平成14年度に計画を策定し、平成 年度に授業を開始し15

た本取組は、特色 への申請において平成 年度に不採択となった。その主な理由とGP 16

しては、取組年数の少なさ及び実践の少なさ、そして学習効果の実績を裏付ける客観的な

データの不足が指摘された。これを受け、授業担当者を中心に、学内 での報告や研究FD

会を開催して情報交換を行い、学習効果を裏付けるデータを蓄積・分析し、学会発表等で

公開してきた。さらに、対照言語学の見地から学習効果を高めるため、本取組に適応した

教材の作成を進めてきた。また、本取組を本学マルチメディア教育研究センターのプロジ

ェクトと位置づけ、教育工学・教育方法学を専門とする教員との連携により、授業担当者

がオリジナル教材を作成し、授業で活用している。これらの活動の結果、参加学生、参加

科目数が大幅に増加し、有効性に関する分析も多様になった。

ティームティーチングによる二言語同時学習という本取組は、８言語の学科を有する利

点を生かし、本学が従来から大学全体の教育方針として継続的に取り組んできた多言語修

得と多文化理解をより一層推進させるために実践されてきた諸施策の一環である。その最

大の意義は、従来の個別外国語学習の形態を脱したことにある。国際社会の共通語である

英語を基軸として、もう一つの言語を同時に学習することによって、多文化社会の要請に

応える人材を育てる画期的な試みであり、わが国の外国語教育の新しいモデルになると確

信している。

（３）取組の特性

本取組の授業は と呼ばれ、 は を意味CALL EX CALL Computer Assisted Language Learning

し、 は基軸となる英語 を表している。 は本学に開設されている他の外国語学E (English) X

科の言語の頭文字を意味する。例えば、フランス語を専攻する学生のためのクラスは
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と呼ばれる。以下に、すでに実施が決定されている授業を示す。CALL EF

CALL EF (English & French) CALL EG (English & German)

CALL ES (English & Spanish) CALL EC (English & Chinese)

CALL EP (English & Portuguese) CALL EI (English & Italian)

①ティームティーチングの有用性

この授業は、英語を専門とする教員１名と、対象となるもう一つの言語を専門とする教

員１名の計２名の教員によるティームティーチングで行われる。ティームティーチングの

試みは、初等中等教育では数多くなされているが、高等教育において異なる専門分野を持

った教員２名が同時に授業を行うといった試みは従来あまり見られなかった。しかし、専

門性が高いレベルでの教育であるがゆえに、１人の教員が二つの専門分野に精通すること

はきわめて難しく、ティームティーチングが有効に機能する。

異なる外国語を専門とする２人の教員が、同時に同じ教室で授業をすることで、さらな

る効果も得られる。いずれかの教員が学生の視点に立ち、学生が抱くであろう疑問を意図

的にもう一人の教員に投げかけるのである。個々の教員が両言語に精通しているとは限ら

ないというスタンスを学生に対して明確にすることで、教室に教員が２人いるという緊張

感から学生を解放して積極的に授業に参加できる雰囲気を作り、授業全体を活性化できる

のである。

②受講生の構成

受講生は英語と言語 を履修する学生である。英語はすべての学生にとって既習外国X

語であるので問題ないが、言語 の場合は、初習外国語であるため、基本的文法を習得X

した学生が対象となる。したがって、２年次生以上のすべての学生が対象となる。

③教材とアプローチ

教材は同一のものを用い、英語と言語 の両方を学習させる。二言語の専門教員が、X

同一の言語現象をそれぞれの個別言語の観点からその表現形式を示し、共通点、類似点、

相違点を対照言語学的観点から分析し明確にすることで、両言語の発音、文法、語彙、表

現、意味、文化などに関して、従来の個別的学習よりも深い理解と強い定着が促される。

④融合型 の導入CALL

この二言語同時学習授業には を導入する。二言語を同時に学習するので、定着しCALL

た深い知識を実践させるためには、十分な演習が必要である。そのために が欠かせCALL

ない重要な役割を果たすことになる。

は、基本的に自学自習を目的としたものである。教員の関与が無くても、練習問CALL

題の提示、解答、採点、解説、そして評価が行われることが特徴である。課外授業として

科目の復習・強化に用いられ、最近ではリメディアル教育などに有効であるとされている。

また、反復練習や、学習者のペースでの自学自習が可能なため、基礎的な語学学習に大き

な効果が見られる。しかしながら、相手がコンピュータであるため、最初は目新しさゆえ

の「新規性効果」が見られるが、慣れてしまうと学習効果が低下してしまうおそれがある。

この点を補うのが本取組で採用する融合型 である。二言語同時学習のために、同CALL

一の問題に対して英語と言語 の両方の設問が提示され、両言語における比較対照が解X
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説として提示されるよう工夫されている。また、授業内で教員が積極的に学生とインタラ

クションを持ちながら システムを用いるため、語学的演習や文化的知識の理解をよCALL

り効果的に進めることができる。従来の に人とのインタラクションを融合させたとCALL

いう意味でも、 では融合型という方式が有効に機能している。このような二重CALL EX

の意味での融合型 を導入することで、教員は単に設問に解答を与えるだけではなく、CALL

学習者に適した関連設問を、より容易に、より豊富に与えることが可能になる。その結果、

指導の意図が学習者に明確に理解され、学習に広がり、深まりが生まれるのである。

融合型 教材としては学習者に「人とのインタラクション」が感じられるものを提CALL

供する。問題解決的なアプローチや、授業内で行う必須のものと、個別の興味に応じて選

択可能な教材の２つのタイプを用意し、基礎的な能力を補完しつつ、発展的な能力も伸ば

していく新しいタイプの 教材である。CALL

上記した本取組の特性を図１に示す。

図 本取組概念図1

⑤学生の人間的成長の促進

従来であればそれぞれの学科に属する学生が交流する機会は必ずしも多くない。しかし、

本取組の授業形態により、両学科の学生がお互いに助け合って授業を受けることになるた

め、両学科間の交流が促進され、お互いに専攻語学の知識を教授し合うことにより両言語

の理解やそれぞれの文化に対する理解が深められていく。

さらに、この授業では最終課題として、対照言語学的アプローチの研究発表か、比較文

化論的アプローチの研究発表のいずれかを課している。そのため、両学科の学生が共同し

て一つの発表を作成し、その共同作業を通じて、両言語間の言語的、文化的な相互理解を
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深めることが可能となる。また、一致協力して課題に取り組むため、協力することの重要

性や難しさを体験することになり、社会における協調性、協力性を培うことにも貢献する

ことになる。

⑥現代的課題への貢献

本学の教育課程に必要なことは、異文化への共感的で柔軟な見方を身につけさせ、本学

における建学の精神 「言語を通しての世界の平和を」を常に意識させることである。そ、

して、他の言語圏の言語そのものや文化や歴史、社会などの理解を深め、異なる専攻の学

生が共同して一つの課題に向かうことなどは、現代社会において強く求められている要素

の一つである。このような特色ある新しい授業システムで学習することにより、学習者は

二言語を同時に学習し言語運用能力を向上させることができ、異文化に対する理解を深め

ることができる。このことは、英語圏は勿論のこと、英語圏以外の人々に接する際に必要

な人間的成長を促すと共に、真の国際理解に寄与するものと確信している。

（４）取組の組織性

多言語修得を目指す外国語教育については、以下の組織的取組を通して全学を挙げて授

業の質的向上と教育力の向上を図っている。

・学科別打ち合わせ会（平成３年度から）

・学内 （平成 年度から）FD 10

・合宿形式での専任教員 （平成 年度から）FD 13

・公開 （平成 年度から）FD 13

これら一連の で授業改善を中心に教員の意識改革に努め、全学的な意思の疎通を図FD

っている。その際明らかになった検討事項や提言は、実際の教育現場に活かせるよう、学

長の所管する教務委員会において迅速に検討し実行できる体制を整えている。教育課程に

関する事項の意思決定は、全学科と一般教育等科目担当の代表者で構成する学科長会議の

意見聴取を経て、大学教授会で審議し実施している。

本取組についても同様の決定プロセスを経て行われたが、特にこの取組は、 の成果FD

として各学科の教員が既成の枠組みや組織にとらわれず、外国語学部全体の一致した理解

と努力によって成功裡に推移している。

本取組の研究面に対する支援組織は「国際言語平和研究所」である。言語教育の研究拠

点として平成２年に改組・設立された組織であるが、平成 年度より本取組の担当教員15

を国際言語平和研究所研究員に任用し、平成16年度からは方法論研究のための学内共同研

究を立ち上げている。平成16年度に「マルチリンガル におけるティームティーチンCALL

グと教材作成に関する実証的研究」の課題で、科学研究費補助金（基盤研究(C)(2))に、

また同年「二言語同時学習プログラム支援のための多言語パラレルコーパス構築」のテー

マで私立大学等経常費補助金「私立大学教育研究高度化推進特別補助」に採択され、それ

ぞれ平成18年度までの予定で研究が進行中である。その成果の一部は 「本取組に関する、

業績」に示すように関連学会においても評価を得ている。
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本取組の授業面に対する支援組織は「マルチメディア教育研究センター」である。マル

チメディアを活用した教育研究の支援を目的として平成 年 月に改組・設立された組14 10

織であり、カリキュラム開発、人的支援、 教材作成、事務処理等を組織的に行ってCALL

いる。このうち、 教材の作成は、授業担当教員、センター教員、教材作成スタッフCALL

から構成される教材作成チームによって行われている。授業担当教員は、授業内容・計画

に基づいて教材の原案や問題を作成し、センター教員は、教育工学や教育方法学の知見に

基づいて、教材作成のマネジメントを行う。教材作成スタッフは、授業担当教員の意向を

受けながら実際に教材をデザインし作成する。

（５）取組の有効性

本取組の有効性を明らかにするために、２種類の調査を行った。まず、受講生の語学力

の向上を客観的に評価するために、平成 年度に実施された５つの授業において、それ17
ぞれ事前・事後テストを行った。事前テストは最初の授業時に、事後テストは最終授業時

に実施した。事前・事後テストは、同程度の内容、難易度で作成されたものである。その

結果を表１に示す。事前・事後テストの結果に対して 検定を行ったところ、すべての授t
業において有意差（ ）が認められた。p<.05

表 事前・事後テスト結果1

事前テスト 事後テスト

授業名 人数 平均点 標準偏差 平均点 標準偏差 t値

EF1 18 64.5 9.5 71.5 8.3 4.40**

EF2 14 65.8 7.5 69.4 6.7 2.23*

ES 17 60.7 19.3 64.3 18.9 2.22*
†EG 15 66.1 8.1 68.8 7.7 1.76

EC 25 71.4 8.6 74.8 6.9 3.45**

†は危険率10%未満、*は5%未満、**は1％未満をそれぞれ示す

また、受講者に対しての評価アンケートを各講義の最終時に実施した。ここでは、平成

年度（３授業）と平成 年度（５授業）における合計８つの授業の結果を示す。語学16 17
力の向上への実感（６項目 、講義での指導（８項目 、教材の活用（５項目 、講義に取） ） ）

り組む態度と今後への意欲（５項目）の４つの視点、計 項目について、学生に５段階25
で評価をさせた。これらの結果を図２に示す。以下、４つの観点から考察を行う。
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図２ 授業アンケート結果

①語学力の向上

表１において、事前・事後テストに対する 検定の結果から、受講生の語学力が向上しt
ていることが分かった。また、図２のアンケート結果においても「この授業は語学力の向

上に役立った」が と高い評価を得ている。これらの結果から、本授業におけるアプ4.27
ローチが受講生の総合的な能力向上につながっていることを明らかにしている。

また、平成 年度の申請時に「英語と中国語などの異質な二言語を組み合わせること16
に対する説明が必要」と指摘されたが、 の事前・事後テストの結果やアンケーCALL EC
ト結果から有効性を十分に示すことができたと考える。言語学理論の観点からすると、人

間の言語は普遍性、共通点が多く、表面上の差異は、根底に潜む共通原理の異なる具現化

であり、その点をふまえた本取組は異なる言語系統の言語においても十分に有効な方法で

あると考えられる。

個々の能力においては、リスニングにおいて 、語彙数においては と高い評価3.88 3.84
を得ることができる結果となった。

②講義での指導

図２のように、８項目のうち５項目が平均値４以上、残り３項目も平均値 以上とい3.7
う肯定的な評価を得た。特に「この授業に満足した」という項目値が と高く、授業4.28
全体として満足している。以上からこの講義での学習指導に対して、学生は高い評価をし

ていることがわかる。

「２言語を一緒に勉強することは有効であった 「英語と 語の相違点が見えてき」、 X
た 「英語圏と 語圏の文化の相違点がよくわかった」という比較の手法についても肯」、 X
定的に受け止められている。またそれを２人の教員で行う点（ ２人の先生同士のやり取「

りが面白かった 「２人の先生の専門性には共通点があると思う ）のいずれについても」、 」

肯定的な評価を得ている。
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③教材の活用

図２のように、すべての項目において、平均値３以上の肯定的な評価を得ている 「興。

味のある教材だった」が特に評価が高く、映画や地域文化の紹介などの教材を利用するこ

とで学生の興味をひきつけることができたことがわかる。 教材も肯定的な評価を得CALL
ており、教材への興味を支える要素になっていると考えられる。

④講義に取り組む態度と今後への意欲

図２のように、いずれの項目についても４以上の平均値を記録しており、自身の語学学

習に対する関心や意欲は向上していると実感していることがわかった。普段の語学の講義

への意欲（ 普段の語学の授業をもっとがんばろうと思うようになった 、両言語への興「 」）

味（ 英語への興味が以前より増した、 語への興味が以前より増した 、についても平「 」）X
均値４以上と高い値で肯定的に評価している。それはまた、この授業の受講に関する態度

だけではなくて、普段の学習に対するモチベーションの高まりをも示している。

（６）今後の実施計画

本取組は平成 年度より始まった を出発点として、順調にその適用言語を15 CALL EF1

拡大し、平成 年度には、ヨーロッパ系以外の言語として英語・中国語の を17 CALL EC1

開講した。平成 年度においては、英語・ポルトガル語の と英語・イタリア18 CALL EP1

語の の開講が決定している。これにより全学科の外国語に対して のクCALL EI1 CALL EX

ラスが開設されることになる。

二言語同時学習クラス開講計画

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 対 象 言 語15 16 17 18
英語・フランス語CALL EF1 CALL EF1 CALL EF1 CALL EF1
英語・フランス語CALL EF2 CALL EF2 CALL EF2
英語・ドイツ語CALL EG1 CALL EG1 CALL EG1
英語・スペイン語CALL ES1 CALL ES1 CALL ES1
英語・中国語CALL EC1 CALL EC1
英語・ポルトガル語CALL EP1
英語・イタリア語CALL EI1

また、 に関しては平成 年度に、 と に関しては平成 年CALL EF1 16 CALL EF1 CALL EG1 17

度に大学コンソーシアム京都の単位互換科目として、他大学からの学生も受け入れている。

本取組の次なる展開の第一は、 の開講である。 の一つとしてすでCALL EX2 CALL EX2

に が平成 年度よりパイロットスタディとして始まっている。 はCALL EF2 16 CALL EF2

の第二段階の授業であるが、以下に述べるような とはかなり異なっCALL EF1 CALL EF1

た授業を構想している。開講に向けて既に準備を開始している二言語のパラレルコーパス

（同じ内容の二言語テキストデータベースで、二言語のデータを同時検索可能）を活用す

ることにより両者を構文、語彙、表現単位で体系的に比較対照することが可能となる。こ

のコーパスの分析に基づき、学習コンテンツを作成するとともに、学習者が自ら研究者と

(A learner is a researcher.) (rule-discoveryなり 、データから帰納的に規則を見いだす発見学習

を行うことを目指す。パラレルコーパスの構築はフランス語以外の言語にも拡大learning)

し、現在ドイツ語、スペイン語、イタリア語に適用したコーパスを構築中である。最終的

には多言語パラレルコーパスの構築を計画している。
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本取組の展開の第二は、本取組における上記の科目の開講数を増やし、この形態の授業

をより多くの学生に対して履修可能にすることである。そのためには 教室の増設とCALL

融合型 の教材開発が急務である。現在、本学には 教室が３室稼働しているが、CALL CALL

従来の 教室としても用いられていることなどとも相まって、その稼働率は非常に高く、LL

学生が履修しやすい時間帯に、新たな の科目を設定することはかなり困難になCALL EX

ってきている。また、授業外学習のために 教室を開放することもほとんど不可能にCALL

なっている。したがって、より多くの学生に の授業を提供するために 教CALL EX CALL

室の増設が必要である。

本取組の展開の第三は、日本人教員と外国人教員とのティームティーチングに拡大する

ことである。一般的に行われている日本人と外国人のティームティーチングは、教材を共

有するだけで授業そのものは別々に行われたり、外国人教員の果たす役割が日本人教員の

アシスタント程度でしかなく、大きな役割を果たしているとは言えないものが多い。本取

組では、両教員が同じ立場で、広範に言語使用や文化に関して意見を交換し合うことによ

り、より効果的な言語理解、言語使用、文化理解を促すものである。

本取組の長期的展開としては、外国語大学本来の使命をさらに追及し、二言語を駆使で

きる学生を養成することである。一般に外国語大学では、専攻外国語と第２外国語の履修

を義務づけているが、第２外国語は教養程度の学習に終わっている。このような従来の外

国語大学の枠組みから脱却し、本取組の授業形態を拡充、発展させ、現在では選択科目と

して開設されている を、第２外国語の必修科目として組み入れることが可能でCALL EX
あれば、二言語を駆使できる学生の養成に大きく貢献できるものと考えられる。このよう

な授業形態は、他の大学においても、これからの外国語教育の一つのモデルになると確信

している。

本取組に関する業績

＜論文＞
小野隆啓・舟杉真一 「ティームティーチングによる英語・フランス語同時学習」フラン(2006)

ス語フランス文学研究第 号 。88 p.149-161
寺嶋浩介・村上正行・舟杉真一・小野隆啓 「ティームティーチングによる英仏マルチ(2005)

リンガル講義の試行と評価」日本教育工学会論文誌 。Vol.28, Suppl., pp.9-12
(2004) CALL Vol.10,村上正行・寺嶋浩介 「高等教育における 実践の特徴」教育メディア研究

。No.2, pp.47-52
村上正行・梶川裕司・堀川徹志 「 活用による複数言語教育プログラム－京都外国語大(2005) IT

学－（特集・教育ミッションと 化(4) 」大学教育と情報 。IT Vol.13, No.4 pp.2-4）

＜研究発表＞
(2005) Development of a Multimedia-based English-Spanish CALL Teaching Aid石川保茂・立岩礼子他 「

（日本人学習者のための英語・スペイン語同時学習型マルチメディア教for Japanese Learners
EuroCALL 2005 Conference Jagiellonian University 600 years anniversary campus材の開発 」 （於：）

ヤギロニアン大学 周年記念キャンパス（ポーランド 。600 ））

石川保茂・立岩礼子他 「英語・スペイン語同時学習型マルチメディア教材の開発―自律(2005)
CALL Desarrollo de un material didáctico para el aprendizaje simultáneo de inglés-español学習型 ―（

」 年度日本イスパニヤ学会第basado en CALL: Aprendizaje autónomo con ayuda de CALL 2005）

回大会（於：神田外語大学 。51 ）

小野隆啓・舟杉真一( )「 を用いたティームティーチングによる二言語同時学習」2004 CALL
全国大学情報教育方法研究発表会（於：私学会館アルカディア市ヶ谷 。）

小野隆啓・舟杉真一( )「 を用いたティームティーチングによる二言語同時学習」2004 CALL
外国語教育メディア学会 第 全国研究大会（於：福岡国際会議場 。(LET) 44 ）

小野隆啓・舟杉真一( )「二言語同時学習における システムの融合的活用」 大学情2004 CALL
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報化全国大会（於：私学会館アルカディア市ヶ谷 。）

小野隆啓・舟杉真一 「ティームティーチングによる英語・フランス語同時学習」日本(2005)
フランス語フランス文学会 年度春季大会（於：立教大学 。2005 ）

小野隆啓 「 活用による複数言語同時教育プログラム」大学情報化全国大会（於：私(2005) IT
学会館アルカディア市ヶ谷 。）

小野隆啓 「複数言語同時学習プログラム― 活用による新授業形態―」英語教育 活(2005) IT IT
用委員会（於：私立大学情報教育協会 。）

羽根田知子 「ドイツ語教育シンポジウム『私立大学におけるドイツ語教育のサバイバ(2004)
ル』京都外国語大学の場合―２ヶ国語同時学習の試み―」 京都ドイツ語学研究会第 回54
例会（於：京都ドイツ文化センター 。）
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