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3.1　新学習指導要領と英語教育

2017年に示された小学校外国語科の目標は，「外国語によるコミュニケーショ
ンにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，話すことの言語活動
をとおして，コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を次の通り育成す
ることを目指す．」と記されている．英語の文の理解面は，「身近で簡単な事柄に
ついて，聞いたり話したりするとともに，音声で十分に慣れ親しんだ外国語の語
彙や基本的な表現を推測しながら読んだり，語順を意識しながら書いたりして，
自分の考えや気持ちなどを伝え合ったりする．」に関連する．また 5つの領域とし
て，①聞くこと，②読むこと，③話すこと（やりとり），④話すこと（発表），⑤
書くことが，小学校と中学校の外国語科両方で示された（文部科学省 2017a; 

2017b）．このような目標のもと，英語に慣れ親しんだ小学校 6年生が中学校 1年
生に進む際に，「内容が聞ける」「身近な単語がわかる」「聞いて大まかに意味がわ
かる」「簡単なやりとりを楽しめる」ことは，言語習得の重要な基盤となる．
第二言語習得理論と母語習得研究から鑑みると，初めての言語に触れ，その内
容に興味をもち，耳を傾けて模倣してみる学び方は，アイテム学習といわれてい
る．トマセーロ（Tomasello 2003）は，“Draw a square on it.” のように，分析され
ず丸ごと表現として言葉を使う学びのことをこう定義している．日本のような日
常で英語に触れることの少ない EFL（English as a foreign language）環境にいる
学習者においても，このような事例（exemplars）を蓄積し，その意味と音声形式
を結ぶ手続きを行い，言葉のあいまいなルールを形成していく．教師のインプッ
トから使える exemplarsに出会い，他者とインターアクションを行いながら，意
味を音声形式にマッピングし分析を繰り返し行うプロセスがなければ，言葉の産
出にはつながらない（エリスとラーセンフリーマン Ellis and Lasen-Freeman 

2009）．
日本の EFL環境では英語に触れる機会は十分ではないため，上記のような認知
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的な手続きを促進して，付随的に言葉のルールの仕組みに出会わせることが大切
であると考えられる．また，中学校以降では小学校でのアイテム学習でなんとな
くわかるという学び（暗示的知識：implicit knowledge）を継続し，言語の規則が
説明できるようになる学び（明示的知識：explicit knowledge）を並行して学び，
文法の誤りを自己修正できるよう導きたい．
小学校から中学校への外国語科連携において，ある一人の生徒（学習者）が，
英語に触れる方法や順番が，それぞれの年齢で異なっていては一貫した学びには
ならない．第二言語習得研究と母語習得研究からEFLへと応用可能な点を明らか
にしつつ，すべての学習段階で「文字情報を見せる前に音声から内容に親しませ
るように教師が英語を用いて学習者に語りかける場面」（focus on meaning）があ
り，「英語のインプットに含まれる言語形式に注意を向け，学習仲間と英語を使い
ながら文のパターンや仕組みに気づく場面」（focus on form）があることが大切で
ある．以下の順序である．
音声に親しむ→内容がおおまかにわかる→言葉のお皿（アイテム）が増える

→言葉のしくみに気づく

3.2　文　　理　　解

学習者が初めて出会う，母語とは異なる言語（L2）について，音声から聞いた
場合の学習者の文理解はどのような順や方法で獲得されるのであろうか．以下，
音声形式と意味の結びつき，ひとまとまりの文の理解と蓄積（アイテム学習），文
構造への気づき（カテゴリー学習），チャンクから文法へ（ACT-R），FS（formulaic 

sequence）の指導方法，FSの実証研究等について述べる．

3.2.1　�音声形式と意味の結びつき（FMCs）
学習者はひとまとまりの文に音声で頻繁に触れ，それを模倣したり繰り返した
りする機会を得ると，その意味と L2（英語とする）の音声形式をうまく結ぶとい
う機会を得る．この手続きを「アイテム学習（item-based learning）」または「事
例学習（exemplar-based learning）」という．“draw a square” のような最小の文構
造を伴う文が音声形式（form）であるが，これらは，用法言語基盤モデル（usage-

based model: UBM）においては，multi word expressions（MWEs）や formulaic 

sequences（FS）とも呼ばれる（エリス Ellis 2008）．本章では，これらを総じて



62 第 3章　英語教育と文理解

FSと記す．初級学習者は，この音声からの FSを単に機械的に真似ているだけで
はない．模倣と繰り返しの認知的側面からの理解の重要性が指摘されている．
　　 The role of imitation and repetition, reassessed recently from a cognitive per-

spective, is related to input processing（バンパッテンとカディエルノ VanPat-

ten and Cadierno 1993），not to skill-based learning or pattern practice．
　　 （大意訳…言葉の模倣や繰り返しは，インプット過程と関連して認知的な側面

から改めて評価されている．）
音声形式と意味のつながり（form-meaning connections: FMCs）は言語学習の

素地となる．学習者はまず，自分の母語のパターンに当てはめ，L2の単語や文を
母語の概念に投影しながら FMCsを行う．バンパッテンら（VanPatten et al. 2004）
は，次のように述べる．
　　 L2を学ぶとき，多くの学習者は自分の母語からの概念を応用しようとする．

そして，学習者は，同じ概念的な特徴をもたないかもしれないのだが，外国
語の単語を最初は母語に照らし合わせる．

学習者は，しかし，音声形式とその意味やメッセージと必ずしもうまく一致させ
ることができるわけではなく，母語の負の影響を受けることもある．FSの蓄積と
ともに L2学習が進むと，文脈からの推測や音声からの FMCsは成功しやすい．
実際の教室での学習者は，教師が頻繁に使うインプットの影響をかなり受けて
おり，FSを最小の認知単位として学んでいると考えられている．6歳ぐらいの子
どもの外国語の目標表現の繰り返しは，先生が何度も繰り返すインプットの頻繁
さによるものである．このように，子どもの事例的表現の繰り返しや模倣は，そ
の意味を伴うフォームを噛みふくむようなものである．それは，子どもが何を学
んでいるかということを映しだしているということの現象なのである（スキーハ
ン Skehan 1998）．

3.2.2　ひとまとまりの文の理解と蓄積
item-based learningとは，母語習得において 2歳ころの子どもが親の発話を真

似しながら，“get the salt”，“get cookies”，“get me up there” などの個別の一つ一
つのフレーズを島として学ぶ現象を意味する．トマセーロ（Tomasello 2003）は，
これを動詞の島仮説（verb-island hypothesis）と定義する．それらはやがて抽象
的な分析を経て，“get X” という構文のような「動詞と目的語」を含む構文スキー
マになるのだが，この過程には大量のインプットや子どもと親の共同注意（joint-
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attentions）の豊かさが必要である．これに，対照的な方法は，規則に基づいた学
びである（rule-based learning）．学習者はこの両方を二元的に駆使して学び続け
ることが必要である．
　　 Exemplar-based learning is contrasted with rule-based learning and defines that 

two systems coexist, the rule-based analytic, on the one hand, and the formula-

ic exemplar-based, on the other. In the former case, compact storage and pow-

erful generative rules operate together to “compute” well-formed sentences, In 

the latter, the central role is occupied by a very large, redundantly structured 

memory system and （presumably） less powerful rules which operate on 

“chunks” much of the time, rather than individual terms（スキーハン Skehan 

1998）．
　　 （大意訳…事例学習（アイテム学習とも訳す）は，ルールを基本とした（ルー

ル学習とここでは記す）とは対照的なもので，この二つの学習システムは二
元的に存在する．ルール学習は分析的で，一方，ひとまとまりの表現である
事例学習はそうではない．前者は，コンパクトな記憶装置であり生成された
規則で，外国語の文をうまく操作できることにつながる．一方，後者は，外
国語学習の最も中心となるのだが，単に「アイテム」を学んでいるに過ぎな
いというよりは，余剰的に構造化されたメモリーシステムとなるもので，お
そらくは，あまり強力ではないにしても，言葉のルールとして，「チャンク」
を操作するという役割を果たすものである．）

母語習得では item-based learning（アイテム学習）の連続であるが，そのメカニ
ズムは L2学習の初級学習者にも応用可能であると考えられるようになる．トマ
セーロ，（Tomasello 2003）は，次のように述べる．
　　 トマセーロは母語習得研究で実証したのだが，子どもの母語としての英語の

認知的な学習は，最初はアイテムごとに学ぶ（item-by-item learning: item-

learning）．そしてそのアイテムの蓄積は後に，抽象化と一般化のプロセスを
伴う．言語を使うなかでの FMCs（音声形式と意味のつながり）を固めてい
くことは必要不可欠なことである．この事例学習（exemplar-based learning）
の重要性を理解し，現在の外国語学習に応用する研究は緒に就いたばかりで
ある．）
小学校や中学校の外国語科について，新学習指導要領（文部科学省 2017a; 

2017b）では，語彙はできる限り，コーパスの頻度順に連語で学ぶことを主張し
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ている．「チャンク」と呼ばれる FSを意味のあるやりとりのある場面で聞き，真
似をし，うまく通じるか試してみる方法は重要であると明らかに述べられている．
また，中学校においても連語（collocation）を重視し，頻度が高く用いられる表
現を重視することが述べられているが，言語習得に向けてなぜそれが重要である
かということは，あまり指導者によって意識されていない．上記の最新の言語習
得研究の引用からも，FSに含まれている最小の文構造を蓄積していくことが学習
者の言語習得につながるという理解はきわめて重要である．また，蓄積するのみ
でなく，そのような学び方が学習初期にできることが L2の学び方の良い出発と
なる．文法の規則を明示的に学ぶことは必要だが，規則を習っても学習者はそれ
をすぐに文脈のなかで正しく使えるわけではない．このような初期段階において
も，アイテム学習は，学習者が英語を難しいと感じずに，新しい表現を真似て使
ってみようとする機会を創りだす．中学校でも生徒がわかる英語を使って教える
ことの意味はこの点にもあるといえる．初級段階において，規則を学ぶことだけ
で英語学習を進めていくことは英語嫌いを生む大きな原因となっている．
学習者は，このように着実に FSの蓄積から文のパターンを見つけていくのだ
が，FMCsの能力にはある程度の差がみられる．「授業時間数」「発達段階や年齢」
「母語力」「指導者のインプットの質」が文の理解に差を与えるからである．また，
指導者が，「構造化されたインプット」（豊かな内容の英語のティーチャー・トー
クで，内容と合致した目標構文を意識的に繰り返したり表現の一部を入れ替えた
りして学習者がインプットを取り込みやすくする教師の語りで，structured input

といわれる）を実現することで学習者の FMCsはうまく進みやすい．しかし，そ
れでも個々の FMCsの能力には差がみられる．バンパッテンら（VanPatten et al. 

2004）は，学習者は様々であり，FMCsの発達がうまくいくケースとそうでない
ケースがあると指摘する．その原因とは，
①学習者要因，つまり，母語の影響や外国語習熟度レベル
②インプットの特徴，つまり，インプットの頻度や知覚的な目立ちやすさ，
③ 言語適正，つまり音素的な個コードを認識する力，分析的で文法的な繊細さ，
帰納法的な言語学習能力，ワーキング・メモリ

であると述べる．このことは日本の小中学校の EFLでも認識される必要があり，
特に，上記②が指導者によって十分に提供されているかどうかを見極めた指導改
善が必要である．その上で，個々の学習者の多様性として①や③を意識して個に
応じた指導を工夫していくことが必要であろう．
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また，これらの能力を確実に指導者が把握するために，形成的評価や音声テス
トを開発し，個別の学習計画を用意してサポートする制度が，OECD諸国では進
みつつある．例えば，次期学習指導要領でも記されている「他教科の内容と関連
した意味のある言語活動」（内容言語統合型学習：CLIL）の指導法を用いる際に
は，母語の言語としての背景知識，音韻の特徴を感じ取る力，文構造を分析する
文法的な繊細さ，帰納的に言語を学習する力，ワーキングメモリなどをよく考慮
することが，FMCsをどの学習者においても高めることにつながる．「FMCsは言
語学習の素地であるから，個の潜在能力を見極めて，文理解の度合いを助ける指
導を工夫する」ことが必要となる．

3.2.3　文構造への気づき
文構造への気づきに至るような学び（category-learning）は，ある程度 FSを蓄
積することによって，学習者が音声に対する文法的な繊細さをもつようになった
段階で起こりやすい．言い換えれば，今までの日本の中学校 1年生の生徒が 4技
能を一度に学び始めていた場合には，FSの蓄積は少ないため「気づき」は起こり
にくかったといえる．FSを蓄積する間に学習者は同じような文のパターンに繰り
返し聞き，そのバリエーションを異なる文脈で聞いたり使ったりする．気づきと
は，「音声からのまとまりのある文の切り出し」ができること，次に「文のパター
ンの拾い出し」ができること，「文のパターンのある部分の入れ替え」ができるこ
とにおいて起こる認知操作である．
生徒が FSから文のパターンを見つけ（pattern finding），FSの一部を入れ替え
て使うようになる段階を，category-learningという．FSは延べ頻度（token fre-

quency）であり，入れ替えは異なり頻度（type frequency）という．L2学習の初
期段階では token frequencyが使われる．模倣や繰り返しは重要なアイテム学習で
ある．やがて，それらの FSが蓄積され学習者が文のパターンを見つけるように
なると，部分的な入れ替えが起こり type frequencyがみられるようになる．この
ような割合を type/token ratioとして，言語発達の指標ともされる．発話や作文を
観察するときには，token（トークン）は延べ語数，types（タイプ）は異なり語
数を示す．例えば，以下の発話は次のように数えることができる（柏木，2005）．
　　①  I like tennis very much and my friend likes tennis very much, so we play 

tennis together．（type 11，token 17）
　　②  I like playing tennis very much with a friend of mine who is interested in it, 



66 第 3章　英語教育と文理解

too．（type17，token 17）
①の type/token ratio（TTR）は，11/17であるから，0.647で，②の type/token 

ratioは，17/17であるから 1である．後者のほうが TTRが高く，バリエーション
のある表現が続いていると考えられる．生徒の発話や作文のなかをTTRで分析す
ると，item-learningから，category-learningへと移行する際には，TTRに変化が
みられるのではないかと考えられる．token頻度，および type頻度の言語習得に
及ぼす役割について引用する．
　　 According to Bybee （1995）, the first is token frequency, which is the frequency 

of particular items and entrenches the comprehension and use of concrete 

pieces of language-item and phrases （collocation）. The second is type frequen-

cy, which is the frequency that different actual forms occur in the same lan-

guage slot．
　　 （大意訳…バイビー（Bybee 1995）によると，1番目として，トークン頻度と

は特別なアイテムであり，それは言語理解を言語の項目やフレーズ（連語）
の理解や具体的な断片の使用を固める役割をする．2番目として，タイプ頻
度は同じ言語スロットにおいて，異なる実際的な言語フォームが出現する頻
度のことである．）
　token頻度の言語学習への役割は以下である（Bybee 1995）．
　①保持の効果
　　a） トークン頻度は記憶を確かにする．言語形式の表象で，学習者にとって

認知的には呼び出しやすい．
　　b） 学習者はトークン頻度に触れるほど，不規則な言語形式のトークン頻

度に触れるほど，それを正しく表現するようになる（例：kept）．
　②学習者の自立性
　　a） 学習者は言語の規則がわかるようになると，曖昧なインプットをはっき

りと理解するようになる．
　　 b）たとえば学習者が “gimme” というインプットを最初に聞くが，のちに

それは “give＋me” という単語の組み合わせだったとわかるようになる．
　　タイプ頻度の言語学習への役割は以下である（Bybee 1995）．
　　 タイプ頻度は言葉のカテゴリー化を促す．インプットにおける分析的な言語

形式を見つけるように促し，それは，文構造の生産性，つまりアウトプット
の度合いを決定づけるものとなる．言い換えると，タイプ頻度は学習者の言
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語形式への気づきへの引き金となり，言語のパターンの応用を誘発する．
このように，トークン頻度からタイプ頻度へと学習者がタイプ頻度の割合を上げ
るようになるプロセスとして，学習者のスキーマ形成について述べる．トークン
頻度に触れるということは，「手続き的知識」の発達に肯定的なインパクトを与え
る．手続き的知識は英語の実際使用の基盤を提供するものである．特別な目標構
文の頻度は，言語形式への気づきにインパクトを与える．学習者は FSを蓄積す
ればするほど，その気づきは起こりやすくなる．Bybee（2008）は，手続き的知
識は「類型化」であり，分析的言語形成で，構文の産出を決定づけるものである
と述べる．FSは，（思春期の発達段階にいる）学習者が，定型的な学習方法で指
導される文法の規則というものに追いつくようになるまで，学習者が最小の認知
単位で素早くアクセスできる言語スロット（例：get X, draw X on the Y）としての
役割を果たす．
具体的には，“get X, draw X on the Y” は，学習者がスキーマ形成を行う言語ス
ロット（slot-filter category）である．学習者がまず，“get X” のスロットにおいて
「Xを手に入れる」という母語の概念と結び，それならば，動詞 getの次に来る X

（目的語）を入れ替えればうまくいくというスキーマ形成を行う．その入れ替えが
容易になると，さらには，Xの前にある get（動詞部分）の入れ替えも可能になる
（逆スロット）．言い替えると，これはトークン頻度からタイプ頻度への移行を意
味する．言語産出は，模倣と繰り返しが FMCsを抽象化しようとする認知稼働に
よって起こり，「手続き的知識」の獲得となるプロセスなのである（ヤマオカ
Yamaoka 2006）．さらに，マイルズ（Myles 2004）は，FSにおける言語スロット
保持の重要性を次のように述べる．
　　 外国語を学ぶクラスルームで，7歳から 9歳や，9歳から 11歳の英語とフラ

ンス語を学ぶ 16人の初級外国語学習者による L2の発話では，様々な音素の
連続（multimorphemic sequences）に関する FSを使っている．このような
チャンクは捨て去るべきでなく，文法が追い付いてくる時期まで保ち，今使
える文法がさらに進んだ文法に進むまでのプロセスこそが，言語学習の前進
を駆動していくのである．
日本の中学校外国語科においては，11歳から 14歳ぐらいの学習者がコミュニ

カティブな言語活動で，音声のインプットから類推し，FMCsがうまくいくこと，
また，文構造の語順や語と語のつながりに繊細な感覚を持ち始めることは可能で
あり，明示的知識と明示的知識の「二つの方法を併用（dual mode）」として言語
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使用に向けて稼働できるようになることが望まれる（スキーハン Skehan 1998）．
手続き的知識が高められると，英語が得意な学習者や大人の学習者でも，明示的
な文法説明だけでなく，インプットからの類推的な推測からでも言語を学べるよ
うになる．スキーハンの述べるようなdual modeが日本の学習者にも重要であり，
チャンク全体に素早くアクセスできるような学びかたを初級の学習時期から獲得
させていきたいものである．手続き的知識（procedural knowledge）とは，どの
ように物事を成すかというプロセスで得られるもので，この手続きの総計が宣言
的知識を操作するものである．一方，宣言的知識（declarative knowledge）は，知
識による文法で，言語使用者が構文について，下線を付すかのように文の仕組み
について説明ができる知識である．多くの研究者によって，この二つの知識（前
述の明示的知識と暗示的知識の対照とも一致）は互いに干渉し合うという議論も
あれば，互いに独立で干渉し合わないという議論もある．またこの区別がそもそ
も人の言語習得に存在するのかどうかという議論もある．しかしながら，英語教
育の指導者は英語のルールが説明できるという宣言的知識の形式的伝達のみで，
学習者が英語のやりとりができるようになることは難しいということを考えなく
てはならない．
このような言語獲得過程は用法言語基盤モデル（usage-based model: UBM）に
よるものである．ここで述べた認知過程は，母語習得で親と 2歳ころの子どもに
豊かな共同注意のもとで促進されるが，L2学習においても，社会的なコンテクス
トの中でインターアクションが起こる状況において認知が促進される（エリス
Ellis 2008）．

3.2.4　チャンクから文法へ（ACT-R）
学習者は，第二言語を学ぶ際に，先にルールを学びそれを応用するべきである
か（rule to instance），事例からルールを見つけるべきであるか（instance to rule）
について，adaptive controle of thought-rational： ACT-R（アンダーソン Anderson 

1993）の概念を述べる．
　　 Anderson（1993）は，ACT-Rと「産出のルールは学習者によって創られる」

ものであると定義する．学習者は，まず，現在までに知っている既存の知識
（何を知っているか）とその後の結果（何を新しく知ったか）の結び付きを発
見したり経験したりする．そうしながら，さらなる事例を伴う言語体験を繰
り返し，ルールを一般化していくのである．
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学習者の内的な認知操作による抽象化，つまり事例から規則へ（instance to rule）
は，考えるに値する内容に対しては応用できる．つまり，内的な認知操作は，過
去に得た知識と新しい知識を比較する場合や，実在するかどうかわからない世界
における理由と実在する世界における理由を区別する場合において，発話に向け
たルールが創られうるのである．先に規則が与えられた場合には得られない言語
経験が，“instance to rule” には存在すると考えられる．英語の授業を英語で行う
場合には，学習者にそのような言語経験をさせることが重要となる．つまり，何
かテキストに既にある過去の話や紋切り型の話では，学習者の内的操作は起こり
にくく，むしろ教師のその場面での内的な思考や，本当の感情を伝えるティーチ
ャー・トークによるインプットが最も重要である．学習者の文の理解が起こるの
は，実にそのような場面であり，テキストに書かれた自分とはあまり関係のない
内容の文理解においては，“instance to rule” という帰納法的な学びは経験しにく
い．Yamaoka（2008）は，「事例から規則へ（instance to rule）の重要性を ACT-R

を用いて以下のように延べる．
　　 小学校の英語学習においても，教師が生徒に励ますべきことは，毎日のルー

ティーンのようなお決まりの話を繰り返すだけでなく，教師の自己実現を表
現するような実際的な本物の表現を聞かせて学べるようにしていくべきであ
る．そのとき，生徒は具体的な思考から，抽象的な思考への移行することが
可能であろう．

3.2.5　FSの指導方法
instance to ruleの認知操作を促すような文理解と文構造の指導には，日本の英
語教育においては以下のような方法が可能であると考えられる．
まず，中学校外国語科の次期学習指導要領において，文法指導は，文法訳読式
に頼るのではなく，意味のある言語活動に統合した文法指導が必要であり，文法
はコミュニケーションを助けるものとして示される．EFLとESLの両方において
文法訳読式は，文法項目が意味のあるコンテクストと分離して指導することが多
い点が指摘されてきた．この方法は学習者の言語学習プロセスを重視していない
と考えられるからである．ロング（Long 1997）は，以下のように述べる．
　　 It （grammar translation） also produces more false beginners than finishers be-

cause it ignores beginnersʼ own possibilities （human capacity for language ac-

quisition to be highly resilient）.
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　　 （大意訳…文法訳読式はまた，文法を終えた学習者ではなく，偽物の初級者を
生んでしまう．なぜならこの方法は初級者自身の可能性を無視するからであ
る（人間として言語習得のキャパシティがうまくいかないようにしてしま
う）．）

文法訳読式に代わる文法指導の類型として，ここでは，4つ述べる（FonF, PPP, 

acquisition order, FS as rule to instance）．
①フォーカス・オン・フォーム（Focus on Form: FonF）は，意味のあるインプ
ットを提供することによって，学習者が外国語の言語的特徴を見つけるように促
す指導方法である（ドゥティとウィリアムズ Doughty and Williams 1998）．シュ
ミット（Schmidt 1995）はまた，言語習得は言語的特徴に気づくことなしには学
べないとする．本章で述べてきたように，FonFでは，意味のある文脈で繰り返し
事例（exemplars）を与え，その際の言語スロット（トークン頻度）の一部がタイ
プ頻度で言い換えられるような教師の意図的な構造化インプット（structured in-

put）が必要である（e. g., draw a circle on it can be exchanged with draw X on Y）．
生徒の注意を意味だけでなく言語形式にも向けるためには，これ以外にも，イン
プット強化，リキャスト，ディクトグロス，意識高揚タスク，インプットプロセ
ッシング，ガーデンパスなどの方法がある．
② PPP（presentation-practice-productionは FonFよりも演繹的な指導で，オー

ラルインプットによる導入を行いながら，学習の最初の次期に文法を扱う．この
方法は学習者の文法への気づきは待たない．PPPは，宣言的知識を伸ばすことを
目標としており，発話における正確性に焦点を当てる．サトウ（Sato 2011）は，
日本の EFLにおける学習者は英語に浸るということは少ないため，文法への気づ
きは起こりにくいと考え，PPPが適しているとする．
③学習者の母語の影響を受ける文法の自然の習得順序や難易度によって，FonF

や PPP，明示的な文法説明と暗示的な文法説明を使い分ける方法が提案されてい
る．デュレイとバート（Dulay & Burt 1974），白畑ら（2004）は，自然の習得順
序について調査し，その順序は母語の影響を受けると述べている．例えば，日本
人の学習者にとっての形態素構文（-ing）などは，語尾の -teiruと呼応しやすく，
語順も大きく異ならないため習得の難易度は低い．一方，冠詞（a, the）などは音
声的な際立ちも低く，母語である日本語にはない文法であるため，習得の難易度
は著しく高い．前者の構文は，FonFで暗示的な文法指導も可能であろうし，後者
の構文は PPPや明示的文法指導も dual modeで必要であろう．
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④本章で詳しく述べてきた FSによる指導で，海外における UBMの第二言語習
得への応用は最も最近の研究で注目されるようになった（カディエルノとエスキ
ルデセン Cadierno & Eskildsen 2015）．日本においては FSの研究と実践はあまり
進んでいない．しかしながら，このアプローチは日本の初級から中級学習者に向
いている．FSでは，子どもや中学生に文法のルールを説明するのでなく，このよ
うな発達段階の学習者に，クラスルームの英語でのやりとりといった文脈で，ど
ういう意味のやりとりが起こっているかということを理解させる．語彙やチャン
クが文脈のなかでどういう働きをしているかに触れさせていく．中森は，UBMの
理論に基づいて中学生における長期にわたる実証的研究を行い以下のことを述べ
ている（Nakamori 2009；中森 2013）．
　　 FSはある程度のまとまりで記憶され，統語構造は，語彙中心の用法（proto-

type）として定着しながら作られる．学習者は，十分なインプットとアウト
プットの機会の中で意味概念が言語形式や機能に投射させることが出来る．
人の認知的面から見ても，学習者が抽象的な構文ルールを発達させるのに十
分円熟してきたときに，文法の明示的指導を行うと良いだろう．

4つの指導方法は，必ずしも四者択一ではなく，学習者の年齢や発達段階，学
習ゴールによって，選択すること，併用することが重要である．しかしながら，
本章で述べる「手続き的知識」の伸長や，「言語学習の内的操作」，「アイテム学習
からカテゴリー学習へのプロセスを学ぶ」という点においては，4つ目の「事例
からルールへの学びを可能にする FS」（instance to rule）を，学習の初期から中
期にかけて経験することは言語学習への組みし方として重要である．また，大人
の学習者でさえも，規則のみに頼らず，dual modeでの言語学習方法にシフトさ
せることが可能であろう．FSによる学びは，文法ルールのなかでも形態素構文
（morphosyntactic structure）を暗示的に学ぶ際により有効である．

3.2.6　事例からルール（instance�to�rule）の具体的指導
“instance to rule”（以下，ここでは FSと記す）の L2（英語）指導順序を以下に
述べる（Kashiwagi and Ito 2017）．
①豊かな内容のインプットを提供する．その際に，ティーチャー・トークを使
ってその内容で中心的に使う英語特有の事例（FS）を繰り返し聞かせる（providing 

FS）．
②授業に先立って生徒が蓄積してきた FSを教師がやり取りで聞き出し，学習
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者がもっている FSを基にし，学習者がその規則にアクセスする機会を提供した
うえで，図を用いて文法の説明をする（schema formation of FS）．
③ペアやグループで豊かな内容に関わって，生徒が授業前半で蓄積してきた FS

を借りたり，真似たりしながら，プロダクションをさせる（FS-borrowing）．
④文構造への気づきを引き出すために，ディクトグロス（ワジャーブWajnryb 

1990; 1998）を応用し，音声のみのインプットから聞いた英文やストーリーを再構
成する方法を FonFの方法として用いる（sound-dictogloss）（FonF using FS）．
文法の指導は，学習者が上記①で十分 FSに触れた後に行う．③での文法指導
は，FSの模倣や繰り返しから学習者がもつにいたるであろう概念に近づけた図
式，および日本語の語順との違いがわかるような図式を用いる．長い説明をしす
ぎず簡単な文法用語を使って，英文の実例を用いて簡潔に説明する．FSの蓄積が
ない初級段階で，先に文法用語を教え詳しい説明を受けると，学習者は，初めて
の表現をうまくいくか試して使う機会がなくなり，ペアワークやグループワーク
においても英語を間違うことを恐れてしまう．③では，教師は文法の規則だけに
頼らずとも，模倣や繰り返し，教師のモデルから「借りる」「チャンクの一部を入
れ替える」というもう一つの方法を駆使してプロダクションする学習機会を設け
るとよい．生徒は，token頻度と type頻度の両方を上げる言語活動のなかで，言
語スロットを形成して使用するため，生徒は意味に素早くアクセスすることがで
き，流暢性の進捗にもつながる（FS as rapid access）．
④で使う，音声からの dictoglossを，本章では sound dictoglossと定義する．

dictogloss（文章再現タスク）は，ある一定の長さの文章を音声と書かれたテキス
トの両方でインプットし，学習者はグループでその文章を再現する．このような
文法の口述筆記が文法知識の習得を促す役割をする．4技能を一度に駆使して学
ぶことができ，FMCsの機会としても有効である．ディクトグロスは個々に一人
で行う方法もあるが，文章再現タスクをする際には，グループで行うとよい．学
習者同士のインターアクションが起こりやすく言語習得が促進されるからであ
る．
筆者らが応用する音声からの sound dictogloss指導の流れは以下である．
ⅰ） warm-up：トピックやトピックに関連した語彙を学ぶクイズなどでウォーム
アップする．
ⅱ） dictation（口述筆記）： 教師のティーチャー・トークや，教師に用絵本の読
み聞かせを普通のスピードで行う．PowerPointや実物を見せながら「先生の昨日
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の出来事」などのトークでもよい．教師は，文章再構成するため原稿を作成して
おく．メモ取り，挿絵の並び替え，絵とセリフとのマッチングなどの方法がある．
小学校では，英文は見せず音声と挿絵のマッチングがよい．
ⅲ） reconstruction（再構成）：4人程度のグループで協力し，元のテキストを再
構成する．一度だけではうまくできないところが面白く，二度目，三度目と生徒
のリクエストに応えて聞かせ，よりインプットの機会を増やす．
ⅳ） analysis and correction（分析と訂正）：再構成したテキストを他のグループ
と比べ，原文のテキストとどの程度同じか，また違ってしまった部分を見つけ，
なぜそうだったか考えながら，構文にも注意を向けられるようにする．
英語を学ぶクラスルームのグループで dictoglossに取り組む際には，以下のよ
うな効果が期待される．
ⅰ） 学習者の自立性を育てる．
ⅱ） グループ内とグループ間の協働がみられる．
ⅲ） 意味に焦点を当てながら自分と仲間を褒め合い励まし合う機会となる．
ⅳ） 学習者はタスクの内容に注意を向けるにもかかわらず，言語の formへにも
注意も向ける．
a.　小学校外国語科における「音声からの dictogloss」
目標文構造：「主語＋動詞＋目的語（例：I cook an omelet．）」
生徒が聞いて大まかに意味がわかるインプットであるためには，指導者は文法
的に正しい文を自然に用いて structured inputを用いる．繰り返しを入れたり，繰
り返しの文の一部を入れ替えたりしながら，英語の音声の特徴や文のしくみに気
づかせていく．文のパターンへの気づきがみられるようになった場合，いつまで
も音声のみの指導で，気づきを文のしくみに興味付けする指導がないと，生徒の
学びは停滞する（Kashiwagi 2012）．アイテムを記憶に留め，気づきを中学校以降
の文法知識につなぐには，小中連携による FSの蓄積と，focus on formの指導に
よる文構造への気づき，それらと並行して「音声から学んだ学習者への文字指導」
がタイミングよく組み込まれる必要がある．以下に，小学 6年生の児童が dicto-

glossに耳を傾け，内容に合うイラストカードをグループで協働して話の順番に並
べる際のティーチャー・トーク例を表 3.1に示す．
進め方
教師は，アイテムごとの表現（例：get up, cook an omelet, eat breakfast, etc．）
を簡単に絵で紹介する．次に 1日の生活を英語で語る．教師は，1カ所のみ「ほ
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ら吹き話」が入っていることを告げる．生徒は，聞いて絵を日課表（時刻入り）
に並べていく（図 3.1）．生徒は時刻も聞き取れるので，どのあたりが「ほら吹き
話」がロジカルにつかませるようにする．ディクトグロスは，1回目はジェスチ
ャーを入れるが，生徒が慣れてきたら音声のみで聞かせる．生徒は概ね，あやふ
やな部分が残るので「もう 1回言ってほしい．」と頼んでくるので，2回目，3回
目と繰り返して聞かせる．生徒にとってみれば，1回目より 2回目のほうが詳し
く聞こえ，3回目には，教師の「ほらふき話」を見破ることもできる（ほらふき
話の回答：この学校では 6時間目までしかないので，英語を 7回教えることは不
可能）．ここでは音声のやりとりが中心である．中学校 1年生以降は，文字が読め
るようになるので，絵カードとともに文字の吹き出しを同時に並べる．中学校 2

年生以降は，音声と文字を結ぶことができる．
音声からのディクトグロスの効果の大きさは，内容に惹かれて聞いている間に

formへの注意も払われ，グループの友達と助け合うことができるので，文の理解
はかなり高い．そのため，次の授業で，教師が「前回の絵カードを使って，自分

表 3.1　My Busy Day（先生の忙しい一日）の dictogloss例

My name is Takashi. I am an English teacher.  Let me introduce my busy day.  I get up at 6:00 a.m. I 
cook an omelet and I eat breakfast at 7:00 a.m. I get dressed. I also get my backpack. Then I go to 
school. I teach English seven times in a day. …（続く）

図 3.1　絵の並び替えによる音声からの dictogloss



753.2　文　　理　　解

のMy Busy Morningの話を創ってみよう」と指示すると，生徒は自分の話に置き
換え，起きる時間を替え（get up at X），食べ物を替え（eat X），用意して持って
行くものを替えようとする（get X）．ブランクカードを用意しておくと自分でイ
ラストを描きはじめる（フリーに自分で創れるように白紙のカードを準備）．これ
は，UBMで述べる言語スロットの形成を促していることになる．生徒は既に，文
のどのあたり（目的語等）を入れ替えればよいか自分で理解しており，この理解
の仕方は，英語が得意でない生徒でも難しいと感じない方法である．英語が得意
な生徒や知的好奇心の高い生徒は，教師が指示しなくても，自分のロジカルな「ほ
ら吹き話」を作り始める．ここでは，言語スロットの逆スロット（動詞など）を
入れ替えるという認知を稼働する姿も見られる．生徒は，FSの蓄積はもとより，
母語の構文知識も総動員しているものと考えられる．
ティーチャー・トークの進め方について付け加えると，上記の例では，get up, 

get dressed, get my backpackのように，動詞 “get” を繰り返し用いている．生徒
は，音声からの情報と教師のジェスチャーで FMCsを行っているため，似ている
音声の響き “get….” には敏感である．「“…” の意味は何だろうか」「getってどうい
う意味なんだろうか」と気になる生徒は必ずいる．文法訳読による説明では get

は「手に入れる，獲得する」と習うかもしれないが，事例からルールへの学びは，
語彙に対しても言葉の多様さから触れることができる．このように，意味のある
インプットのなかに token頻度から type頻度に促すための「引っ掛かり」を布石
として入れ，構文スキーマの形成を促していく．生徒に見つけさせる工夫が重要
である．また，学習の初期から，英語のまとまった話を聞き続ける力（テクスト
能力）は大切である．ストーリーは，生徒が読み物や話の内容そのものの楽しみ
に浸り，限られたやりとりにはない豊かなインプットを通して音声と意味を結び
つける機会をもたらす．自然に丸ごと表現を覚えてしまうほど染み込む指導を心
掛けたい．ここで述べた方法では，口頭による英語のインプットを豊かにし，タ
スクに取り組んでいる間に，formとmeaningの取り込み（intake）が学習者どう
しの joint attentionのなかで進むために，目標文構造の習得が促進しやすいと考え
られる．FSの蓄積からの気づきを中学校以降の文法知識につなぐには，FSの蓄
積をまず中学校以降でも（できれば大学まで）続ける必要がある．また，並行し
て「音声から学んだ学習者への文字指導」をタイミングよく組み込み，聞いて理
解した文を理解し，「声に出して読む」「一部を入れ替えて話す」「使った表現を用
いて書く」に導き 4技能を統合した活動にする必要がある．
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3.2.7　FSの実証的研究（中学校1年生：受身形）
FSの小学校高学年での実証的研究として，カシワギ（Kashiwagi 2012）は，小
学 1年生から 6年生までに同じティーチャー・トークを聞かせた後，教師と子ど
もがやりとりをした模倣的発話を分析した．学習時間が増え，認知発達が進み，
FSの蓄積が多くなってくる 4年生ぐらい以上では，まとまりのある連語での模倣
や，丸ごと表現である FSの部分的な単語入れ替えだとみられる発話や繰り返し
が顕著になることを報告している．また，浦田ら（2014）では，50時間程度の英
語学習を経験してきた小学 6年生で，「自分の好きなスポーツ」についてやりとり
をする単元の後で，音声のみで文法的に正しいかどうかを判断する文法性判断テ
ストを行った（非文例：I can play swim）．語順間違い，連語結合間違い，目的語
脱落等の非文に対する違和感をもった児童は 70～80％に上った．明示的な文法説
明は行っていない段階である．これはつまり，丸ごとの表現である FSを蓄積し
てきた児童は，文法に対する繊細さをもちつつあることを示している．このよう
な児童を受け入れる中学校 1年生では，従来の文法の機械的説明や，文型練習を
中心とした方法とは異なる小中連携の指導法が有効になる．
a.　中学校外国語科1年生における「音声からの dictogloss」
目標文構造：「現在進行形（例：The key is growing）
FSの蓄積からの気づきを中学校以降の文法知識につなぐには，FSの蓄積をま
ず中学校以降でも（できれば大学まで）続ける必要がある．また，並行して「音
声から学んだ学習者への文字指導」をタイミングよく組み込み，聞いて理解した
文を理解し，文構造に気づくには，「声に出して読む」「一部を入れ替えて話す」
「使った表現を用いて書く」に導き 4技能を統合した活動にする必要がある．以下
に，中学 1年生の生徒が絵本 “Castle Adventure”（ハント Hunt 2011）の話に耳を
傾け，まず絵本のイラストを見ずに，音声からの dictoglossに取り組んだ例を示
す．このクラスルームでは，表 3.1で示したような絵カードの並べ替えは既に経
験しているため，『文章再構成タスク』としては，グループでメモを取り，協働し
て文章を再構成した．表 3.2に絵本を使ったティーチャー・トーク例を示す．図
3.2に，生徒らのメモを示す．図 3.3は，グループでの活動イメージである．
進め方
生徒はこの活動までに，10冊程度の Oxford Reading Treeシリーズの絵本やそ
の他の短い絵本を聞くことに慣れている．まず，教師は絵本の表紙を見せ，表紙
からわかることや主人公の名前と簡単な背景について，英語でやりとりをする．
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次に，絵を見せずにストーリーを聞かせる．ストーリーは，原作通りでは難しい
語彙があるのでパラフレーズを行い，文構造としての目標表現としては現在進行
形であるので，現在形の部分を話の内容に合う箇所は現在進行形を用いて再話す
る．生徒は 1回目のメモをグループで見せ合い，「文章再構成タスク」を行う．次
に，2回目を聞かせて完成度を高め，3回目に絵を見せながら読み聞かせをする．
授業の様子からは，3回目は，生徒は笑いをこらえながら聞いていた．なぜなら，
自分たちの再現した文章とすっかり同じ部分もあれば，推測したことよりも，大
げさな出来事になっている部分もあったからである．この段階で生徒はほぼ文の
理解をしており，挿絵を見ながら，登場人物が何をしているか答える際には，“The 

magic key is growing.” などのセリフが自然に口から出るようになっている．何度
も出てきた表現が，今まで学んだ「現在形」とは違い，「walkが walking」になっ
ているなどに気づいていた．
教師は formへの気づきを引き出した後に新出文法を説明したが，FSに親しん
だ後であるので，音声として理解しており，長い文法説明をする必要はなく，ど
のような場面でその文法が使われているか感覚として理解していた．文法訳読と

表 3.2　絵本 “Castle Adventure”(Hunt 2011)の dictogloss例

The magic takes Granma and the children inside the castle. It takes them to a room. A frog is in the 
room. “I am a King.” says the frog. The frog is sitting in the room. Three witches live in the castle. They 
are bad witches. One is a black witch. One is a red witch. One is a green witch. A witch is coming. It is 
the black witch. “Be careful.” says the frog. The witch opens the door. Granma pushes the witch. Chip 
take the keys. They run out of the room. Chip locks the door. The witch can not get out. A witch is com-
ing. It is the red witch. “I donʼt like bad witches.” says Granma. She puts a net over the witch. Everyone 
laughs. The witch cannot get out. “Hurray!” shout the children. （続く）

図 3.2　生徒の dictolossメモ 図 3.3　dictoglossグループタスク
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ノート写しに充当する時間は，グループでこのストーリーの続きを創作する活動
に充てられた．

FSの蓄積から入り，「事例からルール」への指導を行ったこの実践では，事前
と事後の目標表現「現在進行形」について音声からの文法性判断テストを作成し
て行った．実験デザインは，単群の事前事後比較である．対象者の人数は 95名で
合計 8時間の指導を行った．その結果，事前に比べて事後のスコアは有意差をも
って伸びた（事前テスト：Ave＝5.9，SD＝1.63；事後テスト：Ave＝6.97，SD＝
1.77，t＝5.874，＊＊p＝.000，r＝.52，効果量大）．
文法が正しいか間違っているかを判断する 10の項目別では，図 3.4のグラフに

示す項目 4（-ingの形態素欠落：Are you dry your hair now?），項目 6（自動詞の後
ろへの目的語誤挿入：Y is playing ski now.），項目 8（主語と be動詞の単数複数の
不一致：B and K is jumping on the bed now.）が大きく伸びた．これらは文法性判
断テストでは非文である（上記 italicで記す）．「語順の正しさ」「形態素の欠落」
「誤挿入」「主語と be動詞の一致」は，明示的文法説明を日本語で詳しく受けな
くてもよく正誤を判断している．つまり，「事例からルール」での学びをした生徒
は，文法の正誤を判断する際に，文法の間違いに対する違和感（awkwardness）
を感じやすく，暗示的な文法知識を獲得しつつあるといえる．

FSの指導法への応用はきわめて重要であり，とりわけ小学校と中学校での研究
において，理論と実践の往還が未熟であるため，クラスルームでの実証研究はき
わめて少ない．2017年に示された次期学習指導要領では，国内外の第二言語習得
研究からの示唆を得ており，本章の提案と合致する内容が示されている．以下に
関連内容をまとめる．今後，実際のクラスルーム指導において，さらなる実践が
展開されることが求められる．

図 3.4　 文法性判断テスト 1～10項目の正解率 
（事前と事後）
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小学校・中学校「外国語科」新旧学習指導要領対照表（文部科学省 2017a; 2017b）
を参照（下線は，中央教育審議会方針等を踏まえて筆者が補ったもの）．
① 5領域→【聞くこと・読むこと・話すこと（やりとり）・話すこと（発表）書

くこと】．
②聞くこと→まとまりのある表現を聞かせるため，小学校では【スモール・ト
ーク】を用い，中学校では【ティーチャー・トーク】といわれるインプットを用
い，生徒がわかる英語を使って授業を行う．このことによって，生徒が【文構造】
に気づく場面を創出する．
③話すこと（やりとり）→その場で適切に応答する【即興性】を重視する．【口
頭で会話を続ける】活動を重視する．その際メモを見て話す，口頭で行うことが
重要である．書いてから話すことに終始しない．
④話すこと（発表）→気持ちや身近なことを伝える（小学校）．関心のあること
について話す（中学校）【社会的な問題】について【考えたこと】や【感じたこ
と】を話す．
⑤書くこと→大文字・小文字を活字体で，【語順】を意識しながら【書き写す】

（小学校）．【例文】を参考に，音声で慣れ親しんだ表現を，ワークシートの例から
選んで【書き写す】（小学校）＊実際の発話（production）は中学校からである．
趣味や好みのなど自分のことを話す，【考えや気持ちを書く】（中学校）電子メー
ルのやりとり（パソコン活用）や，社会的な話題や情報を聞いて読み，【考えたこ
と，理由などを書く】（中学校）．
⑥語彙→単語数は増えたが，コミュニケーション場面で使えるように【連語】
で教えることが大切である．【頻度】の高い語彙から選ぶ語彙選択は重要である．
単語をすべて暗記させるのではなく，受容語彙（聞いてわかる）と産出語彙（使
える）を考慮した指導が必要である．動詞と目的語のフレーズなどは小中の両方
で重要な語彙である．
⑦文法→文法項目は増えたが，小学校で慣れ親しんだまとまりのある表現を受
け継ぎ，文構造に気づかせながら使えるように導く．文法説明を長くしすぎず，
意味のある文脈と結んだ文法指導を行う．文脈と切り離した文法指導は実際の言
語使用では使えない．

 より深く勉強したい人のために
・ 山岡俊比古（1997）『第 2言語習得研究』桐原ユニ．
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 　学習者が第二言語を学ぶ過程を科学的に解明する第二言語習得の研究と教授法がま
とめられている．最後に筆者の考える教授法についてまとめられた部分は，「事例から
規則へ」を重視する用法言語基盤モデル（usage-based model: UBM）の入門編として
分かりやすい．
・ 中森誉之（2013）『外国語はどこに記憶されるのか』開拓社．
 　最新の認知科学の知見を英語指導へと応用し，外国語はどのように脳内に記憶され
て活性化されるのかを解き明かす．チャンクによるアプローチ，文字と綴り，文法運
用能力を育てる気づきの伴う文法学習などについて，提案する．
・ Tomasello, Michael （2003） Constructing a Language: A Usage-based Theory of Language 

Acquisition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 　用法言語基盤モデル（usage-based model: UBM）の優位性について自身の娘トラビ
スの母語習得の膨大な記録から，言語発達について明らかにした著である．人間の赤
ちゃん（2歳ころ）は人との共同注意が起こる場で，周りの大人の表現を真似たり，繰
り返したりして個別の「動詞の島」をもつ．個別の「動詞の島」は，カテゴリー化さ
れ抽象化した構文スキーマをもつようになる．構文力が形成される過程は，動詞習得
と第二言語文法指導の点からも興味深い．
・ Cadierno, Teresa and Søren Eskildsen （eds.）（2015）. Usage-based Perspectives on Second 

Language Learning. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

 　用法言語基盤モデル UBMは，トマセロの研究後，急速に L2学習の指導にも応用が
試みられているが，クラスルームでの実証研究はきわめて少ない．本著は数少ない実
証研究を扱い，インプットの頻繁さ，動きを表す表現，UBMの教授法などについて
言及する．
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