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SUMMARY
This paper focuses on showing the review of Teaching (English) as a Second/Foreign Language [T(E)SL/T(E)FL] from the
perspectives toward an EFL classroom discourse study in a junior high school in Japan. Although many (E)SL/(E)FL classroom
research have been taken over the years, most of them examine the (E)SL classrooms overseas and it is rare to find T(E)FL
classroom research in Japan. In order to look at the EFL classroom discourse in detail, the current study relies on and refers to
the thoughts from the three different areas: classroom research, research of the classes in Japan and classroom discourse study in
Japan and overseas. By reviewing the background literature on classroom research, the two shortcomings are presented: lack of
participant-relevant perspectives by practioners as well as the confusion of too many methods and approaches. The current study
discusses the ideas based on the two different areas so as to solve these problems.
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第１章 問題と目的
海外における外国語としての（英語）
（ (English) as
１
a Foreign Language, (E)FL） 並びに，第二言語として
の（英語）
（ (English) as a Second Language, (E)SL）の
教育を主題とした教室研究［classroom research］の報
告数は，膨大である。(E)SL/(E)FL ２ 教室研究は1960年
代に成立し，様々な議論や批判にさらされながら，第
二言語習得（Second Language Acquisition, SLA）３ を含
む応用言語学の分野で発展を遂げてきた。しかし日本
の中等外国語教育に焦点をあてた教室研究は，多くは

ない。４ その主たる理由として以下の ３ 点が挙げられ
る：① (E)FL における教育実践は，(E)SL におけるそ
れとは根本的に異なる。よって日本における外国語教
育の実態を，応用言語学の枠内で SLA 理論に鑑み考
察することには限界がある（e. g., Pennycook, 1989; 筆
者訳 ; ５ 中村 , 2004）
；② SLA 研究は従来から理論先行
型であり，参加者主体型の研究の志向性が希薄であ
る（Firth and Wagner, 1997; Lafford, 2007）
；③既存の
(E)SL/(E)FL 教室研究においては，実践に携わる教師
や学習者の声が反映されていない（Lightbown, 2000;
Ellis, 2007, June）
。従って，(E)SL/(E)FL 教室研究にお
ける，より教師と学習者中心の参加者主体型の視座が
希求されている。
一方で日本では学校の授業を対象とした研究が100
年以上に亘り手がけられている（稲垣 , 1995: 稲垣・
佐藤 , 1996; 佐藤 , 2008）。教師によって教材や実践記
録が多数残され，それらの省察を通して授業の改善が
なされている（佐藤 , 2008）。また最近は教室談話研
究が，教育方法学と教育心理学との橋渡しを担う（村
瀬 , 2006）と言われている。教室談話研究では，教
師や子どもの談話の実際が，事例として転載される。
従って教室研究が，授業研究や教室談話研究の知見を
援用しながら，更なる新たな地平を開く可能性が指摘
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（1995）である。事前のカテゴリーごとに教師と学習
できる。
者の発話を量的に記録し，発問と回答の機能や特徴（i.
本稿の目的は，日本の中学校英語科における教室談
話研究への視座から，教室研究，国内での授業研究， e., L2/ pseudo-request/ minimal speech）を分析し，より
国内外の教室談話研究の系譜を概観することである。 「本物の設問」や「予期できない情報」を含む指導を
促す。また教室研究の主題としては，以下が挙げられ
同時に，各領域における以下の ２ 点：①研究における
主眼点，理論的枠組みと方法論；②実践者による参加
る（Ellis, ibid.）
：①教師ことば［teacher talk］８ （e. g.,
Chaudron, 1988）
；②教師の発問（e. g., Lee, 2006）
；③
者主体型研究の志向性，を網羅しながら，今後の中等
(
)
(
)
教師による学習者の間違い修正 e. g., Sheen, 2004 ；④
教育の E FL 教室研究への提言を試みる。応用言語学
話者交代（e. g., Seedhouse, 1997; 2004）
；⑤学習者の
と教育学という異なる分野における知見を比較検討
言語選択（e. g., Cook, 2001）
；⑥学習者の授業参加（e.
し，学際的に結びつけ，研究の道筋を提示する。
g., Lightbown, 1985; 2000）である。これらからは，①，
本稿の構成を以下に述べる。第 ２ 章では，既存の
(E)SL/(E)FL 教 室 研 究 を 概 観 し， 成 立 の 背 景 と 教 室
②，③が授業における教師の発話を，⑤と⑥が学習者
の発話を対象としており，④では，教師と学習者間の
研究の種類，系譜を表す。第 ３ 章では，教育学での
やりとりが話者交代から検討されていることが指摘で
授業に関する知見を明らかにするために，国内の授
きる。つまりこれらの研究では，教師または学習者の
業研究及び国内外の教室談話研究を概観する。最後
発話が，別々に考察されることが多く，教師と生徒の
に ２ 章と ３ 章における内容を総括した上で，今後の
(E)SL/(E)FL 教室研究の展望と課題を記す。
やりとりを包括的に捉える試みが少ない。以下では各
研究の知見を顧みる。
６
「教師ことば」の研究を手がけた Chaudron（1988）
第２章 (E)SL/(E)FL教室研究 の概観
は，非英語母語話者の学習者に対する，英語母語話者
の教師のことばを，母語研究の結果と比較し量的に考
Ａ．教室研究の成立と種類
察している。結果として SLA の教室では概ね「教師
世紀まで遡って
ESL/EFL
教授の歴史的変遷を報
14
が教室における発言を支配する」
（p. 51）傾向にある。
告している Howatt（1984）によれば，日本や各国で
そして「外国人ことば［foreigner talk］
」
（p. 55）９ に近
多彩な教授法が試される中，ロンドン大学で EFL の講
７
いことばかけが，音韻，語彙，統語，談話の各部分に
義が開始されたのが1948年，アメリカで TESOL が成
おいて見受けられる（ibid.）
。またアメリカの大学の
立したのが1966年，学会誌 Applied Linguistics が刊行さ
ESL 教室で，教師が発する display question10の果たす
れたのが1980年である。その一方で，教室研究の芽生
役割に Lee（2006）は注目する。この種の設問が本物
えに目を転ずると，
「1960年代に世界規模で試行され
の言語使用を妨げるので，言語習得が促進されないと
た教授法研究が不首尾に終わり，教室における言語学
いう主張（Long and Sato, 1983）に論駁し，意味交渉
習研究への代替手法の発展が促された」（Ellis, 2001,
と学習者を試す機会になると述べている（Lee, ibid.）。
p. 573）という指摘がある。従って教室研究の歴史は
異なる ４ つの教室環境（i. e., カナダのイマージョ
1960年頃まで遡れる。
Chaudron（1988）の知見を借りながら Nunan（1991） ン教育；11カナダとニュージーランドの ESL；韓国の
EFL）における教師の間違い修正の傾向を，
「言い直
は，教室研究における伝統が以下の ４ つの流儀に拠る
し［recast］
」12の頻度から導くのは Sheen（2004）である。
と主張する：①計量心理学；②会話分析；③談話分
この「言い直し」の頻度が上述の ４ つの各環境では大
析；④民族学。このように教室研究は多彩な知見を
きく異なる。話者交代の仕組みに着目した Seedhouse
援用しているが，既存の教室研究は「一枚岩ではな
［く］
」
（Ellis, 2007, June, p. 1）研究様式によって二分 （2004）は，教室における発話交換システムの複雑性
を言語形式や正確性，意味や流暢さの諸側面から説い
される：理論先行型で，マクロな視点からの比較検証
ている。
が中心の「実証［conﬁrmatory］研究」と，ミクロな
こ れ ら の 研 究 の 知 見 を 概 観 し た 上 で Ellis（2007,
視点から教室のやりとりの形式や機能を論ずる「記述
June）は，「教師ことば」に関する研究が徐々に行わ
［descriptive］研究」である（ibid.）。
それでは更に Ellis（2007, June）の視座を借りながら， れなくなった理由を，「教師の瞬時にわたる言語選択
を形づくる，個人的な，文脈上の，社会文化的要因を
先行教室研究を概観し各研究の特徴を描出する。イン
説明することができない限界」
（p. 3）と表している。
タラクション分析を実施したのは，Spada and Fröhlich
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同時に，
「教師による学習者の間違い修正」に関する
⑵ 実験に則った量的教室研究の拡大期（1960年代か
研究が数多くなされたが，示された結果が一般化され
ら1970年代まで）
なかったのは，学習者の国や教育環境によって相違が
1960年代に初めて，教室における過程を分析する
生じるからである（ ibid. ）
。また上述の ４ つの先行研
研究がなされるようになり，1970年代には実験形式
究は，各教室が主に第二言語（Second Language, L2） を用いた量的な教室研究が手がけられるようになった
学習の場であるために，日本の中学校英語教育にその
（Chaudron, 2001）。
知見を援用する際には慎重を期する必要がある。
⑶ 量的手法の安定期，及び質的手法の模索期（1980
教室研究はこのように教授法研究の限界を背景に成
年代）
立したが，教師の言語選択を司る社会文化的要因が説
1980年代には，学習者の年齢，態度，動機づけ等
明されず，教師と学習者のやりとりがあまり包括的に
の個人差に注目が集まり，学習者とは別に，教師に
論じられないこと，日本の学校教育に根差した教室研
よる方略や言語活動が論議された（Chaudron, 2001）
。
究が少ないことが指摘されている。続いては年代ごと
Allwright（1988）は，教室に実際に出向いてビデオ
の教室研究の変遷を示し，近年使用されている理論や
やテープで記録をとりながら，その結果をカテゴ
手法を概観する。
リーごとに分割し構造化する量的手法14を編み出した
（Allwright and Bailey, 1991）
。更には教室での言語教授
Ｂ．教室研究の系譜
が心理的，社会的，文化的現実にまたがる複雑な試み
Chaudron（1988; 2001）は一貫して教室研究に携わっ （Kramsch, 1985）とみなされ，より質的に検討する必
ており，The Modern Language Journal 誌上の1916年か
要性（Van Lier, 1988）が論じられるようになった。
ら2000年までの教室研究を概観し，年代ごとの特徴を
⑷ 質的手法の拡大期（1990年代）
まとめている（Chaudron, 2001）
。それらを総括する
1990年以降は教室での「IRE 構造」（Mehan, 1979）
と以下の ３ 点に集約できる：①教授法の比較が相当数
のやりとりにおける，L2習得の契機が質的に検討さ
なされており；②研究の主眼が徐々に移行し；③方法
れ（Van Lier, 1996），教師の設問をカテゴリーに分別
論が細分化している。
する限界が指摘された。設問を理解への足場かけと
主要な ４ つの学会誌における過去 ７ 年間の研究を
協同性の構築の道具ととらえる論（McCormick and
データベース化した Lazaraton（2000）は，全論考の88
Donato, 2000）や，意味の交渉に発展する余地を残す
パーセントが計量的に分析され，部分的にでも質的な
重要性（Nassaji and Wells, 2000）が言及され，質的研
手法を含むものが，全体の ２ パーセントに及ばないと
究の一環として社会文化的理論に基づく教室研究 (e.
報告している。従って2000年以前の教室研究は，量的
g., Lantolf, 2000) も手がけられるようになる。
検証が主流であった。過去25年間にわたる主要な50の
⑸ 多種多様な方法論による混在期（2000年以降）
教室研究を概観し Nunan（1991）は，現実の教室から
SLA 研究の方向性に言及した Firth and Wagner（1997）
データを掲載している研究が15に満たない，と批判し
による論考は，The Modern Language Journal 誌上にお
ており，1990年頃からは「教室における声」に注目し
いて，数々の研究者を論争に巻き込んだ。その要旨は，
ている（Bailey and Nunan, 1996）。それまでの「学習者」
SLA 研究はより「存在論的で経験論的な」（p. 285）方
による「学習」という視点のみならず，質的に「教師」
向性を辿るべきであり，現状では認知的で心理主義的
や「教授」が考察されるようになり，教室が包括的に
な側面が優位だが，「言語に対する社会的，文脈的な
捉えられようになった（ibid.）。各種学会誌における
志向性が欠落し，不均衡が生じている」（ibid.）。伝統
13
アクション・リサーチ の報告数も増加している。こ
的 SLA 理論をより拡張していく「参加者主体型［“ emic ”
(i. e., participant-relevant) ］」（ibid.）研究が求められて
のように多様な手法に則って研究がなされてきた経緯
を，５ つの年代に区切って検討する。
いる。それでは2000年前後の教室研究における主たる
７ つの研究手法や理論を以下に提示する。
⑴ 新たな教授法の試行期（1950年代以前）
① エスノグラフィー的手法，②会話分析，③選択体
系機能言語学
1916年 か ら1950年 代 に は 教 室 研 究 は ま だ 行 な わ
れ て お ら ず， 教 授 法 研 究 が 中 心 だ っ た（Chaudron,
「社会文化的理論の見地による談話分析と批判的談
話分析は…両者とも明確な研究手法を保持していな
2001）。
い」
（Zuengler and Mori, 2002, p. 287）という批判を加
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え，Zuengler and Mori はエスノグラフィー的手法，会
話分析，及び選択体系機能言語学に則った ３ つの教室
研究論文を提示し，扱いやすい分析手法として紹介し
ている。
教室研究における会話分析手法の可能性を論ずるの
は Markee and Kasper（2004）である。その利点は言語
的，文化的な構造を内部から探索でき，研究者が参加
者に接することなく分析できる。言語以外の要因を考
慮しないで，会話の機能を追究できる。参加者の内面
的心情を描くことには限界があるが，複数によるやり
とりを分析できるとしている。また，Firth and Wagner
（1997）以来の議論を概観し，SLA 理論が参加者によ
り身近な方向にあることを主張して emic approach を
選択する者と，従来寄りの SLA 論者の主流派に属す
る認知系研究者の考えに基づき，研究者ベースのデー
タ処理に則る etic approach を選ぶ者とに分化している
と指摘している。
④ 批判的教室談話分析，⑤社会生態学的手法
批判的応用言語学に依拠する教室談話分析の領域
では，ESL/EFL を批判的にとらえる必要性が主張され
る（Kumaravadivelu, 1999）。学校の教室を，権力が介
在する「支配と抵抗のドラマ」
（p. 475）の場，と捉
えながら，学習者による談話を「批判的エスノグラ
フィー的手法」に則り分析する重要性を説いている。
社会生態学的［ecological］な見地から，教室観察
の実施を提唱するのは Van Lier（1997）である。
「コ
ンテキストの中における行為，認知，言語」
（p. 784）
を捉える重要性を指摘し，習得が「入力と出力にまつ
わるものの間の因果関係を立証することにより，深ま
るわけではない」
（p. 786）と述べている。
⑥ 社会文化的理論，⑦インタラクション分析
SLA における社会文化的理論の適用性について初
めて著作を上梓した研究者が Lantolf（2000）である。
ヴィゴツキー研究に慣れ親しむ環境が西側諸国におい
ても整いつつあり，SLA 研究が自然科学研究として発
展したので，
「きわめて量的手法研究の伝統に重きを
置くようになった」
（Lantolf and Appel, 1994, p. 27）と
述べている。更にその研究の過程で明るみに出てき
たことを社会文化的理論によって，より発展させら
れると論じ，
「足場かけ」
，
「活動理論」，学習者による
「内言」等の概念を援用し，実際のプロトコールを分
析している（Lantolf, ibid.）
。またヴィゴツキーやワー
チの理論のみならず，言語を生きる道具としてとら
えるバフチンの理論をひもときながら，(E)SL/(E)FL
教 育 に 援 用 し た 初 め て の 著 作 が，Hall, Vitanova and

第 48 巻 2008

Marachenkova（2005）によって記されている。
インタラクション分析としては，Walsh（2006）によ
る「教師ことばに対する自己評価 , SETT」が紹介でき
る。SETT は「その場限りの手法［ʻad hoc approachesʼ］（
」p.
44）であり，コーディングを用いたシステム・ベース
の「インタラクション分析」ほど厳密ではない。
最近の教室研究に見られる傾向として Ellis（2007,
June）は，質的方法論の増加と混成的な成り立ち，及
び歴史的に教室研究が理論先行型を辿った結果，実
践者による研究の報告が希求されていることを挙
げている。過去15年間にわたる SLA 研究を概観し，
Lightbown（2000）も教授の側面により関心を寄せる
研究者が増加していることと，幅広い手法がとられて
いることを指摘している。研究手法の多様性をめぐっ
ては Lafford（2007）も2007年時点での研究土壌が依
然として，
「種々雑多な手法や理論，方法論や概念，
そして特に討論から成る，肥沃なアリーナ」
（p. 746）
であると表現している。従って，英語の授業における
教室談話を分析する際の理論的枠組み及び手法につい
ては，あらゆる可能性が混在しており，研究者間の一
致が見られない現状にある。
本章では，教室研究の系譜並びに使用されている手
法の種類とそれらの特徴が述べられてきた。理論が先
行し実践者による参加者主体型の研究が要請されるよ
うになり，1990年代頃からは質的研究も手がけられ，
多様な研究手法と知見が交錯する。一方で，教育学で
も教室におけるやりとりに注目した研究が厚くなされ
ており，教室研究で課題となった方法論や実践者によ
る研究の必要性に関する議論がなされている。次章で
は従って教室研究において指摘された課題を念頭に，
日本における授業研究及び国内外における教室談話研
究を概観する。
第３章 日本における授業研究及び国内外における教
室談話研究の概観
日本では教師の省察を通して授業の進行や内容を吟
味しながら，教授のあり方を考える実践が長く行なわ
れてきた。教室における学習は主として，教育方法学
や教授学の領域で扱われてきたが，近年は教室談話分
析を通して学習に関する考察が深められている。本章
では最初に，教育史や教育方法学を背景に国内で発展
してきた授業研究15を概観し，続いて教育心理学や教
育社会学を背景に展開してきた，国内外の教室談話研
究の領域における知見に触れる。
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Ａ．日本における授業研究の系譜
Ｂ．国内外における教室談話研究の系譜
学校の授業を対象とした日本における研究の歴
教育方法学や教授学，教育心理学のいわば「接点の
史は，明治時代まで遡る（稲垣 , 1995: 稲垣・佐藤 ,
ようなところで，教室談話研究は…双方の弱点を補い
つつ，教室の現実に立脚した新しい教育研究の可能性
1996; 佐藤 , 2008）。中でも授業分析の方法論と事例を
同時に取り上げ，
「日本の授業研究の伝統のある部分
を広げる」
（村瀬 , 2006, p. 73）と表現されるように，
をよく代表している」
（村瀬 , 2005, p. 125）好例とし
教室談話研究は学際的である。本節では，先行研究を
て，村瀬は重松による『授業分析の方法』(1961) を挙
概観しながら，前章及び前節から引き継いだ論点を
げている。授業の構造を描き出し，そこから理論を帰
含む ３ 点：⑴学習と談話；⑵研究における主眼と方法
納的に形成し，実践と理論の二元論の克服を図ってい
論；⑶実践者による研究の志向性を中心に考察を進め
る。重松の方法論への寄与のみならず，斎藤喜博の教
る。
授学への貢献も言及に値する。終生授業を愛してやま
「教室における談話」がいかに成立し，どのような
なかった斎藤は，戦後民主主義教育の原点に立ち，授
要因によって影響が与えられるかを，秋田 (2002) は以
業で子どもの可能性が創造され，教師の成長が刻まれ
下の側面から述べている：①教室談話の固有性；②発
る過程を，多くの著書（e.g., 1964a; 1964b）に残して
話の連鎖構造；③談話への参加構造；④教師の談話理
いる。斎藤の実践は「教育実践から生まれた授業研究」 解と思考；⑤談話と学習。教室談話研究の初期には，
の一環である（三橋 , 2003）。このように，日本の授
相互作用の量的分析がなされたが，
「1970年以後カテ
業研究は連綿と独自の発展を遂げてきたのである。
ゴリ内容や分析単位の改善や批判が進められ…問題関
稲垣（1995），及び稲垣・佐藤（1996）を参考に， 心に沿った量的・質的アプローチ」
（p. 182）が採用
秋田（2006）は日本の授業研究の歴史的変遷を図表化
されるようになった。村瀬（2005）は Mehan（1979）
している（p. 28）
。1960年代と1970年代は授業研究が
による教室特有の談話構造である IRE に言及してい
形骸化したが，1980年代には認知心理学の知見が援
る。
用されて，教師の知識や思考，学習過程が明示される
発 達 的 視 座 に 基 づ き「 談 話 」 を 論 じ て い る 秋 田
ようになった。1990年代以降は米国では Brown 他に （1998）は，論考後半で学校を舞台とした「学びに
よって教室の事実に即して，教師や学校と研究者が協
おける談話」を以下の ４ つの側面から考察する：①
働で研究を実施する「学習者共同体［communities of
教室談話における参加構造（e.g., 藤江 , 1999; 宮崎 ,
learners］
」が，日本でも佐伯・佐藤他による「学びの
1991）； ② 社 会 的 相 互 作 用 に よ る 学 習（e.g., Mehan,
共同体」が提唱され，授業と授業研究を核に据えた学
1993; Lampert, 1990; Hicks, 1996; Wells, 1996）；③テキ
校の改革が進んでいる（秋田 , ibid.）
。この「学習者共
ストからの学習；④テキスト産出。そして教室におけ
同体」は，共同の知識を促進することで個々人の知識
る談話の進展こそが生徒の学びの機会を改善するとい
の成長を支えることを目的にする（Collins, 2006）。ま
う，Hicks（1996）と Wells（1996）を紹介する。それ
た，アクション・リサーチ16が実施されるようになり， では次に，前章及び前節から引き継がれてきた課題
質的な視座に基づき教室の談話分析が手がけられてい
が，教室談話研究ではどのように論じられているか，
る（秋田・恒吉・佐藤 , 2005）。
更にはそれらの知見が (E)SL/(E)FL 教室研究にどのよ
上記で秋田（2006）が指摘する，1990年代以降の「学
うに援用され得るかを報告する。
習者共同体」という思想は，教室研究では未だほと
⑴ 学習と談話のあり方−知的営為としての談話
んど触れられていない（see Markee and Kasper, 2004）。
最近の教室談話研究の基層をなす問題関心を藤江
(
SLA では「参加者主体型」の研究の方向性が要請され
2006) は，以下の ３ つ：①学習活動の社会文化性；
ており，教室研究では「実践者による研究のあり方」 ②教室における規範；③知的営為としての談話に分
が問われている。従ってこの「学習者共同体」，また
類し検討している。この藤江（ibid.）の指摘を，個
は教室の事実に即して教師や学校と研究者が協働で研
別 の (E)SL/(E)FL 教 室 研 究 に 当 て は め る と， ① は
究を実施する試みは，教室研究の今後の課題と展望を
Kumaravadivelu（1999）
， ② は Sullivan（2000）
，③は
見極める際に，示唆に富む。続いて国内外における教
Lin and Luk（2005）が例示される。
室談話研究を概観し，教室研究で提示された二つの課
Lin and Luk（2005）は，香港の中等教育における英
題を考察する。
語の授業での，学習者によるふざけた「声」の質に注
目している。彼らはバフチンの「カーニバル創造性」
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に依拠しながら，この男子生徒の「声」を歓迎してい
⑶ 実践者による参加者主体型研究のあり方−内側か
る。しかし教室統制や規範を考慮すると，この種の
らの眼差し
「声」は「知的営為」の一環にはない。それではどの
Cazden（2001）の著作は実践者による主体的研究の
ような「声」が「知的営為」を成立させるのか。この
面においても示唆に富む。自らの知識や思想を確認す
解答を，日本における授業の研究と教師の学習の系譜
るために Cazden は，研究者となった後も小学校の教
に見る。
壇に立つ。研究者はいかに「内側から」
（秋田 , 2005, p.
日本の近代授業研究の成立基盤を佐藤（2008）は， 170）の眼差しをもって，授業の研究に臨むかが常に
「教師は教師としての「私」を発見し，固有名の子ど
問われている。また実践者が (E)SL/(E)FL 教室研究の
もを発見し，１ 人称の「私」と固有名の子どもとの対
アクション・リサーチを行なう際には，教師の「指導
話のなかに成立する授業と学びの出来事を発見した」 の問題点」
（白畑 et al., 2002, p. 9）の改善が志向され，
（p. 45）と表現している。この思想は，多くの日本の
子どもの学びの保証という視座が欠落しやすい。一
教師たちの子ども観や授業観に色濃く反映されてお
方，教育学研究では「学校参加型マインド」（see 注
り，また日本の学校教育における「知的営為としての
16）が主張され，「学びの共同体」構想の下に，茅ヶ
教室談話」という発想の根幹を支えている。ひいては
崎市浜之郷小学校では開校以来授業研究が，佐藤他
日本の学校教育のみならず，教室研究を含む世界中の
（see 佐藤 , 2003）により実施されている。教室での研
学校教育研究に示唆を与える。日本における子どもの
究の「内側から」の眼差しの重要性と，
「
「見る―見ら
学びを保証し，一人ひとりの名前が挙げられる授業研
れる」の権力関係」
（佐藤 , 2005, p. 6）の克服は誰に
究（ibid.）は，
「知的営為」としての英語科教室談話
も当てはまる。従ってこのことを目指す佐藤他の試み
を研究する際にも有益である。
は，教室研究者にとっても有益である。
⑵ 研究における主眼と方法論のあり方−社会文化的
本章前半では，日本における授業研究と，近年の
アプローチの隆盛
「学習者共同体」の思想を紹介した。共同体の志向性
知識や学びへの教室におけるやりとりの影響を，談
は，
「参加者主体型」並びに ｢ 実践者による研究 ｣ が
話分析から詳察した Cazden（1988; 2001）は，教室談
要請される教室研究に，重要な視座を示す。本章後
話は関係的で認知的情報をやりとりする場であると
半では国内外の教室談話研究が概観され，1990年代
述べる。村瀬（2005）は，1990年代以降の教室談話
の社会文化的アプローチの台頭と，知的営為として
研究における社会文化的アプローチの台頭を Cazden
の談話研究の興隆が言及された。こうした系譜は，
(E)SL/(E)FL 教室研究の系譜と大筋において同じであ
（1998: 2001）の著作から読み取っている。今一度こ
こで Saywer（2006）の視座を借り，このアプローチ
る。しかし今日の教室談話研究における社会文化的ア
を考える。Mehan（1979）は教室での教師主導の談話
プローチと，教室研究におけるそれは等価ではない。
構造を指摘したが，学習科学の知見の下に社会文化的
授業におけるやりとりは，社会文化的に教室という文
アプローチにより，学習に貢献する協働性をやりと
脈に埋め込まれており，多様な生徒と，教師によって
りが左右する，と解釈されるようになった（Saywer,
構成されている。従って近年の教室談話研究の動向に
ibid.）
。また教室研究においても2000年以降，社会文
鑑み，社会文化的理論が拡充され，知的営為としての
化的理論の有用性が指摘されている。
談話の質が追究され，教室における応答的対話を主題
Firth and Wagner（1997） に よ る「 参 加 者 主 体 型 」 とした，「内側から」の「参加者主体型」教室研究が
研究の必要性に関する指摘から10年が経ち，言語学
望まれる。
習の社会的側面を重視する研究者たちが The Modern
Language Journal の2007年 特 集 号 に 論 考 を 寄 せ て い
第４章 今後の展望と課題
る。その11論考のうち ５ 本が社会文化的理論に言及
している。また現在の SLA 研究と教室教授の乖離を，
本稿では，日本の中学校における英語科教室談話研
Freeman（2007）は課題として指摘する。教師の仕事
究の視座より，教室研究並びに国内外の授業研究と教
は自らの思考から解釈されるべきであり，今後の教授
室談話研究が概観され検討された。各領域における研
法研究は教師が手がけるべきだ (ibid.) と語る。この実
究の主眼も方法論も多彩であり，今日では実践者によ
践者による研究の必要性に関して再度，Cazden（2001） る授業の研究が求められている。以下に今後の教室研
の著作に言及し本章を締めくくる。
究の展望及び課題を二つ記す。
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１ 点目は，研究主題や方法論が混在する今，主眼点
と理論を整理することである。同時に実践者によって
「参加者主体型」教室研究がなされる必要がある。
「学
習者共同体」の知見を援用し，研究者と教師が協働し
て「内側から」研究を手がける際の方法の一つが社会
文化的アプローチである。談話を知的営為とみなし，
多様な学習者の「声」を手がかりに，学習と談話の関
係を探るのである。日本の教師たちが伝統的に培って
きた，子どもの名前が挙げられる授業研究の強みも発
揮され，(E)FL 教室研究が補強されるだろう。
２ 点目は，日本の中等教育での教室研究が，より手
がけられることである。SLA 理論は無論のこと，教室
研究での知見はほとんどが海外で生み出されており，
結果として理論と実践の乖離のみならず，日本の文脈
においては困難が生ずる。従って，今後は授業研究や
教室談話研究など他領域の知見を援用し，実践を起点
とする学際的な教室研究の蓄積と理論の見直しが待た
れる次第である。
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外国語教育における教室研究の展望と課題

注
１

題状況に実際に応えようとする内側からはじめられる研究」
（秋

研究によっては目標言語が英語でない場合も含まれるために，
このように記述する。

２

本文中で述べているように，(E)FLにおける教育実践は，(E)SL
におけるそれとは根本的に異なるものである。しかし外国語教
育においての理論部分は通常，SLAに依拠するので，本稿もそ
の慣習に倣って(E)SL/(E)FLを並列して記す。

３

本稿では，慣例に従って「第二言語習得（SLA）」の中に，
「外
国語習得（FLA）」を含意する。

４ 2008年 ８ 月に実施された全国英語教育学会東京研究大会の発表
予稿集を見ると，合計して207本の自由研究と実践報告の要旨が
収載されている。しかしその題目の中に「教室研究」と銘打っ
ている論考は １ つもない。

５

以下，本稿で引用する英語の論文に関して，特に記載がなされ
ていない場合の日本語訳は，筆者によるものとする。

６

本章以降，特に言及が必要ない場合には，(E)SL/(E)FL教室研
究を単に，教室研究と記す。

７

Teachers of English to Speakers of Other Languages

８

訳語は山崎・高橋・佐藤・日野 in Richrds, Platt and Weber（2002）

のこと。

による。

９

395

訳語は山崎et al. (ibid.)による。
「ある言語の母語の話者が，その
言語に堪能でない外国人に話しかける時によく使う発話」
（白

畑・冨田・村野井・若林, 2002, p.139）
。
10 Display questionとは，教師が発問の時点で既に，学習者の応答
内容を知っているとみなされる際の発問である。

11 Immersion programmeのこと。山崎 et al.（ibid.）によると「同
化プログラム」と訳される。具体的には，カナダなどにおける
バイリンガル教育として，「フランス語が教育に使用される，英
語を話す生徒を対象とした学校」
（p. 174）等において用いられ
るプログラム。

12 訳語は白畑 et al.（2002）による。この「言い直し」とは，学
習者の発話に対する「養育者（caretaker）や教師，その他の話
者が与える言語的・非言語的反応」（p. 111）としての「フィー
ドバック［feedback］」の一つである。

13 「外国語教育におけるアクション・リサーチとは，指導上の問
題点を特定したり，問題の解決策を探ることを目的として，教
師自らが行う調査・研究を意味する」
（白畑 et al., 2002, p. 9）。
なお教育学におけるアクション・リサーチの定義は，本稿注16
を参照のこと。

14 Classroom process researchと呼ばれている。
15 佐藤は，稲垣（1995）の著作における「解説」において，授
業研究に関し以下のように論ずる。授業の事例研究に基づき教
師の専門性を開発しようと試みる授業研究は，「［学校］教師文
化のインフォーマルな伝統に支えられていた」（p. 446）。なお，
学術分野における授業研究は元来，
「教育心理学を基礎とする学
習と認知とコミュニケーションの研究か，あるいは，認識論の
哲学を基礎とする教授原理の研究に二分されて」
（p. 443）いた
経緯があり，「「授業研究」が，教育学研究の専門領域として確
立するのは，一九六〇年代の初頭であった」（p. 445）
。
16 教育学におけるアクション・リサーチは，「教師たちとともに，
あるいは，教師たちの手によって，教師自身が直面している問

田，2005, p. 170）である。
「教師自らが探究する研究，あるいは
教育が実際に行われる実践の場に外部研究者もともに参加し探
究する研究，先生や子どもや親「について，に関して，を対象
として」
（on）研究するのではなく，その人たち「と共に」
（with）
，
その人たちの「ために，ための」（for）研究をしていきたいと
考える人にとってのひとつの研究の方法」（pp. 171-172）なので
ある。
「特に教育のアクション・リサーチでは，教育研究を行う
研究者だけではなく，教育実践の専門家である教師が自らの実
践を同僚とともに研究することで，専門性の開発を図ることが
…大きな意味をもち歴史的に評価されてきた」（p. 180）経緯が
あり，恒吉・秋田（2005）は，このような「調査される側のエ
ンパワーメントの視点をもつ」（p. 89）アクション・リサーチ
を「学校参加型マインド」と関係づけて説明している。

