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トニ・モリスンにおけるシェイクスピア表象の変貌

プロスペローとヴァレリアンの関係――『タール・ベイビー』

福島　昇

Abstract

The Metamorphosis of Shakespeare’s Representation to Toni Morrison; 
The Relationship between Prospero in The Tempest and Valerian in Tar Baby

FUKUSHIMA Noboru

This research is in regard to the coinciding relationship between Valerian and 
Prospero from Tar Baby and The Tempest. From analyzing Tar Baby, it can be 
theorized that Valerian is the 20th American idea of Prospero. 

Prospero colonized an island of the Caribbean Sea where Caliban lives, enslaving 
him and othering him. When he can, however, return to Milan, he will set Caliban free. 
Prospero examines himself, telling Caliban, Alonzo, Antonio, Sebastian, Ferdinand, 
Miranda and others in the island: “this thing of darkness I / Acknowledge mine.” 
Though “this thing of darkness” means Caliban, Prospero admits Caliban mirrors him. 
Prospero acknowledges Caliban is a distorted version of Prospero. Caliban is what you 
might call Prospero. Prospero is a colonist, who stole Caliban’s island, and Caliban is a 
native of  the island, so Prospero must be othered from the viewpoint of 
postcolonialism, which means the white savior complex, or superiority complex. 

The same situation happens in Tar Baby. There is an incident that servants, 
Gideon and Thérèse, steal apples in Valerian’s house. Valerian fires them quickly, but 
he is criticized by other African American servants. Valerian cannot understand why 
employees resist their master because he believes himself to be the center of 
everything. After the big quarrel between Valerian and his servants, he felt very 
shocked, and was unable to sleep well. He mutters to himself “Was there anything so 
loathsome as a willfully innocent man? Hardly. An innocent man is a sin before God. 
Inhuman and therefore unworthy.” Valerian must admit white Americans stole 
America like Prospero, massacring American Indians and killing African Americans, 
though Gideon and Thérèse stole mere apples. Which is more shameless? Morrison’s 
ideas to write her works are all from the postcolonialism viewpoint and from her 
Africanism: “Africanism is the vehicle by which the American self knows itself as 
not enslaved, but free; ....”

キーワード：アフリカニズム、ポスト・コロニアリズム、植民地化、被
植民地化、自由

Keywords: Africanism, Postcolonialism, Colonization, Decolonization, 
Freedom



１．はじめに

1981年、トニ・モリスンToni Morrisonはロマンス劇『テンペスト』
（The Tempest ［以下Temp.］，創作年1611，初演1611）の翻案小説『ター
ル・ベイビー』（Tar Baby［以下TB］，1981）を著し、ポスト・コロニア
リズム （セトラー・コロニアリズム）1の視点から『テンペスト』の新解釈
を試みる2。『タール・ベイビー』は『テンペスト』と同じく、西インド諸
島の小さな架空の島「騎士の島」“Isle des Chevaliers”を舞台にしている。
モリスンは黒人サンSonにキャリバンCalibanを、島でもっとも壮麗な屋
敷「十字架館」“L’Arbe de la Croix”の持ち主である白人ヴァレリアン・ス
トリートValerian Streetにプロスペロー Prosperoを、プロスペローの無償
の援助によって、ソルボンヌ大学で美術史を専攻した黒人ジェイディーン
Jadine（『青い眼がほしい』［The Bluest Eye, 1970］の主人公ピコーラ
Pecolaが果たせなかったアメリカンドリームを実現した才女）にミランダ
Mirandaの像を見ようとする。
本論の目的は、ヴァレリアンとプロスペローの関係を中心に、超自然な

ものも含め、トニ・モリスンにおけるシェイクスピア表象の変貌につい
て、ポスト・コロニアリズム（セトラー・コロニアリズム）とモリスンの
アフリカニズムの視点から考察することにある。

２．白人優越主義のメカニズムを見透かすポスト・コロニアリズム 
（セトラー・コロニアリズム）

プロスペローは絶海の孤島に漂着する前は大公としてミラノに君臨して
いた。プロスペローは弟のアントーニオAntonioに地位を奪われてミラノ
を追い出されてしまったが、西インド諸島の孤島で先住民のキャリバンと
エアリエルArielを奴隷にし、ミラノの時と同様に再び孤島で支配者とし
て君臨する。プロスペローはキャリバンが不平を言えば、次のように怒鳴
り散らす。

鬼ばばあの落とし子め、仕事だ！
……。
悪党め、おれの命令を無視したり、やるとしても
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しぶしぶやるようなら、例の痙攣を起こさせ、
骨という骨を痛めつけてやるぞ、その悲鳴を聞いて
獣までふるえあがるだろう。

Hag-seed, hence!
...
If thou neglect’st, or dost unwillingly
What I command, I’ll rack thee with old cramps,
Fill all thy bones with aches, make thee roar,
That beasts shall tremble at thy din. （Temp. 1.2.365-71）

このように、プロスペローはキャリバンが命令を守らなければ、魔術（権
力の表象）で体に痙攣を起こさせ、骨という骨を痛めつけて、自分が島の
支配者であることをキャリバンの体に教え込む。またプロスペローはエア
リエルが自由になりたいと不平を言えば、シコラクスSycoraxによって
12年間も松の木の幹に閉じ込められた地獄の責め苦から助けてやったの
は、このおれだと言ってエアリエルをしかりつけ、次のように恫喝する。

これ以上文句を言うなら、柏の木を引き裂き、
瘤だらけのその幹のなかにはさみこみ、冬が
十二たび過ぎるまで吠えさせてやるぞ。
If thou more murmur’st, I will rend an oak
And peg thee in his knotty entrails till
Thou hast howled away twelve winters. （Temp. 1.2.294-96）

リチャード・ストリエRichard Strierによれば（20）、「文句を言う」は神の
命令に対する不承不承を意味する。プロスペローは聖書を利用してエアリ
エルを脅かす。「柏の木」は慣習的にジュピターJupiterと関連づけられて
おり、プロスペローはここでも神を利用している。このように、プロスペ
ローは自己を正当化し、支配者の立場からキャリバンとエアリエルを奴隷
として自由に操るのである。『テンペスト』には神に関連する台詞がたび
たび出てくる。ミランダがなぜこの孤島にきたのかとプロスペローに尋ね
ると、プロスペローは「悪企みにあって二人は追われた、だが幸運に恵ま
れてここにきた」“By foul play （as you say’st）were we heav’d thence, / But 
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blessedly holp hither.” （Temp. 1.2.63-64）と答える場面がある。この「幸運
に恵まれて」という台詞は神の介入を意味している。Ｃ・Ｊ・シソンC. J. 
Sissonもプロスペローを「実行者としての神意の化身そのもの」としてい
る。つまり、シソンはプロスペローを傲慢な人物と見ているのである。フ
ランク・カーモードFrank Kermodeもアーデン版『テンペスト』で「〈神の
慈悲〉（the mercy of God）とか〈天の摂理による嵐〉（a “blessed tempest”）」
（xxx）と『テンペスト』に見られる神の介入を認めている。従って、プ
ロスペローのアントーニオらに対する復讐には宗教的な一面があり、プロ
スペローは復讐を許しへ転換させているのである。
自由の身にしてほしいと願うエアリアルを脅かすプロスペローの台詞に

は、ハムレットHamletに似た復讐心が如実に表れている3。なぜならば、
プロスペローはエアリアルを魔女シコラクスの呪縛から解放したとは言う
ものの、自分の命令を聞かなければもう12年地獄の責苦に会わせてやる
という脅迫は、プロスペローがアントーニオらに対する復讐心を言わばエ
アリアルに転化しただけで、まだ復讐心から脱せず、ある意味ではシコ
ラックスと大差がないことを示し、「海の変質作用」を受けていない喪失
の状態にあることも示しているからである。
プロスペローはエアリエルに命じてファーディナンドFerdinandを他の
者とは別にして、安全に陸に漂着させる。プロスペローは激しい復讐心を
抑え、理想的計画をたてて魔法を使ってそれを実行しようとしているの
だ。その計画はエアリアルの歌う美しい葬送歌にすでに象徴的に表れてい
る。「海の変質作用」はその葬送歌の中で使われている。

その骨はいま白珊瑚、
かつての二つの目は真珠、
その身はどこも朽ちはてず、
海はすべてを変えるもの、
いまでは貴重な宝物。
　Of his bones are coral made:
Those are pearls that were his eyes:
　Nothing of him that doth fade，
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange. （Temp. I.2.398-402）
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この歌は父の溺死を嘆くファーディナンドに聞かせる弔いの歌である。む
くろは朽ち果てることなく、海の力によって骨は珊瑚となり目は真珠とな
るのだ、という「海の変質作用」を歌う歌である。屍体が豊かな不思議な
ものに再生されるという台詞に喪失と回復のアレゴリーが暗示されてい
る。このようにエアリアルの歌は第 5幕第 1場のプロスペローの「赦しと
和解の場」を予感させる。しかし、アントーニオは「海の変質作用」の祝
福を受けなかった、いや拒否した唯一の登場人物である。アントーニオは
良心の呵責が皆無であるからだ4。シェイクスピアのアントーニオはプロス
ペローの赦しを受けても、いささかの反省も悔悛も示さない。そのような
アントーニオに対して、プロスペローは復讐ではなく赦しを持ち続ける。
しかし、この時のプロスペローには、まだ第 5幕第 1場に見られる程の
心の余裕はない。従ってアントーニオにミラノ公国を奪われたのに、プロ
スペローのミランダに話す内容に復讐を意味する台詞や、復讐に対する彼
の内的葛藤がほとんど感じられないのは不思議なくらいである。それはプ
ロスペローが復讐心を抑え、ナポリとミラノに平和をもたらそうと考えて
いるからだ。魔法を使って、ミランダとファーディナンドを会わせるのも、
復讐よりも赦しや和解（結婚）の方が尊いと考えているからだ。フェイ
ス・ノストバックケンFaith Nostbakken（1964- ）が主張するように（53）、
プロスペローの魔法は魔女シコラクスの黒魔術に対し白魔術である。従っ
てプロスペローはオフィーリアOpheliaのような犠牲者を一人も出さない
のである。
コンスタンス・ジョーダンConstance Jordanがポスト・コロニアリズム

（セトラー・コロニアリズム）の視点から「芝居には様々な植民地主義的
な言説の要素が含まれている」（173）というように、プロスペローはキャ
リバンにかわって島の権力者となり、島を植民地化する。権力者としての
プロスペローは同じく「騎士の島」の権力者ヴァレリアンを想起させる。
ヴァレリアンは息子のマイケルMichaelが言うように「ブルジョア」
“bourgeois” （TB 144）であり、「彼（ヴァレリアン）は温室と島は愛して
いたが、住人どもは嫌いだった」“He loved the greenhouse and the island, 
but his neighbors.” （TB 14）と言うように、自分で入念に手入れしている
温室とただ同然の値で買い取った小さな島「騎士の島」は愛しているが、
先住民は嫌いなのだ。また語り手が「ヴァレリアンは他文化を嫌悪してい
る」“Valerian hated them （other cultures）” （TB 145, 括弧内は筆者）と言う
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ように、彼は口にこそ出さないが、本心では黒人文化を嫌悪する白人優越
主義者である。ヴァレリアンは「騎士の島」に来る前は、アメリカ本土で
キャンディーを製造する会社（ストリート兄弟製菓会社）の社長であっ
た。キャンディーは砂糖を原材料とするが、その砂糖はかつてアフリカの
黒人奴隷がカリブの島々で生産したものだ。ヴァレリアンは悲惨で過酷な
砂糖の歴史を熟知しているがゆえに、歴史から目をそらして現実を直視し
ようとしないのである。ヴァレリアンは島でもっとも壮麗な屋敷「十字架
館」を建て、その館の主人として島をすべて統括している。モリスンが
ヴァレリアンの住居を西インド諸島に設定したのは、読者に悲惨で過酷な
奴隷の歴史をフラッシュバックさせようとする狙いがあるからだ。ヴァレ
リアンはサンが「十字架館」に不法侵入しても客間に通し宥恕するが、そ
れは黒人奴隷の子孫に対する心からの思い遣りではない。ヴァレリアンは
道徳観念を欠いた無意識の偽善者なのである。

３．「語られざる、語りえぬもの」

ある日、「十字架館」で働く先住民の使用人ギデオン（ヤードマン）
Gideon “Yardman”とその妻である使用人テレーゼ（メアリー）Thérèse 
“Mary” がリンゴを盗む事件が起きる。ヴァレリアンは二人を即解雇する。

ヴァレリアンは指を一振りして馘にした。馘にしたのは二人が泥棒
だったからだが、泥棒や盗みについてなら、彼ほどによく承知してい
る者はいないのだ……。人々の上に糞をしてなおそこへやって来て、
土地をずたずたにしてはさらに糞をする……。彼ら（白人）ときたら
自分たちが糞をする場所を何よりもこよなく愛するのだ……。とりわ
けアメリカ人は最悪だ……。
he dismissed them with a flutter of the fingers, because they were thieves, 
and nobody knew thieves and thievery better than he did ... they could 
defecate over a whole people and come there to live and defecate some more 
by tearing up the land ... they loved more than anything the places where 
they shit. ... especially the Americans who were the worst ... （TB 203）

ヴァレリアンは先住民を使って島に宮殿を建て、自分にはできない仕事
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をさせ、悪魔でさえ怒り狂うような低賃金しか払わないのに、ギデオンと
テレーゼがリンゴを盗んだというだけで長年仕えてきた執事のチャイルズ
夫妻に相談もせずに解雇する。二人は禁断のリンゴを盗んだ罪で「騎士の
島」という楽園をアダムAdamとイブEveのように追放されるのだ。しか
し、泥棒や盗みについてなら、ヴァレリアンよりもよく承知している者は
いない。なぜならば、ヴァレリアンはアメリカでキャンディーを製造する
会社を経営していたからだ。さて、キャンディーと言えば、1640年頃カ
リブ海に最初のサトウキビのプランテーションが誕生する。砂糖に必要不
可欠であったのが労働者である。英国の貿易企業はアフリカから多くの黒
人奴隷を買い入れる。つまり、モリスンはヴァレリアンがかつて大量の黒
人奴隷を使い、西インド諸島で砂糖プランテーションを運営し莫大な富を
得た産業資本家の子孫であることを暗示しているのだ。またサン、ギデオ
ン、テレーゼ、ジェイディーン、シドニーらはかつて砂糖・タバコ・茶・
コーヒー・ゴムなどの単一商品の作物を栽培したプランテーションで強制
労働をさせられた奴隷の子孫たちであることを暗示している。ヴァレリア
ンはフィラデルフィアの製菓会社で労働者に対し、それに値するだけの賃
金を払わずに、利益をわがものとし巨万の富を得て、今は楽園の島で奴隷
の子孫を使って贅沢な余生を送っている。サンはヴァレリアンのような資
本家は本土でアフリカ系アメリカ人の上に「糞」をしてなおこの島にやっ
て来て、先住民を使って土地をずたずたにしてさらに「糞」をかける。
「白人は自分たちが糞をする場所を何よりもこよなく愛するのだ、とりわ
けアメリカの白人は最悪だ」と言う。リンダ・クラムホルツLinda 
Krumholzが主張するように（268）、モリスンは西インド諸島におけるサ
トウキビプランテーションの歴史をヴァレリアン一族の物語として、アメ
リカにおける奴隷制度の物語、すなわち奴隷制時代の「語られざる、語り
えぬもの」“Unspeakable Things Unspoken” を間接的に仄めかしているの
である。
奴隷制度と言えば、『タール・ベイビー』は『青い眼がほしい』や『スー

ラ』（Sula, 1973）や『ソロモンの歌』（Song of Solomon, 1977）と同様に、
依然として残るこの制度の影響が後の世代のアフリカ系アメリカ人にどれ
ほど大きな影響をもたらしてきたかを探求し、人種差別的な白人優越主義
者が黒人に及ぼす有害な影響について明らかにしている5。
使用人のオンディーン・チャイルズOndine Childsは同僚の二人が解雇
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されると、私は料理人である前に人間でもあると言って、ヴァレリアンを
批判する。すると、オンディーンの夫であるシドニー・チャイルズ 
Sydney Childs（ヴァレリアンに長年忠実に仕え、Ｗ・Ｅ・Ｂ・デュボイ
ス［W. E. B. Du Bois, 1868-1963］の著書『フィラデルフィア・ニグロ』
［The Philadelphia Negro, 1899］という本にも出てくる忠実なフィラデル
フィア・ニグロの執事）も、あなたの奥様があなたにとって大切であるの
と同様に、私の妻も私には大切なので、あなたの奥様に対するのと同様の
敬意を私の妻にも払うべきだ、とヴァレリアンを痛烈に批判する。する
と、ヴァレリアンは「ばかばかしい！……頭がおかしくなったか！」“This 
is impossible! ... You are losing your mind!” ... （TB 207）と烈火のごとく怒
る。ヴァレリアンの態度はプロスペローのキャリバンや妖精に対するそれ
と同様に、支配者の態度であり、被支配者に対する思いやりや配慮はまっ
たくない。ギデオンとテレーゼの解雇事件が元で、召使いのチャイルズ夫
妻、ストリート夫妻、ヴァレリアンと仲良くなったサンは大喧嘩を始め
る。ヴァレリアンは、オンディーンが使用人であるのに、彼に対して「わ
たしの台所」（TB 207）といったために彼女も解雇する。ヴァレリアンは
不法侵入したサンにまで批判されると、サンにこの屋敷から出て行くよう
に命じる。ヴァレリアンは状況がまったく飲み込めず茫然自失する。喧嘩
はエスカレートし、ヴァレリアンの妻マーガレットMargaretがオンディー
ンにコップを投げつければオンディーンもマーガレットの顔を平手打ちす
る。ヴァレリアンは労使関係、支配者対被支配者の関係がなぜ突如崩れた
のか理解できず、体が痙攣し食事さえも満足にとれなくなる。無理もな
い。ヴァレリアンは自身を「正常で」「慎み深く」「公平な」“normal”, 
“decent”, “fair” （TB 53）ビジネスマン、良き人、良き父親と思っていたか
らだ。しかし、ジェイディーン以外の黒人から見たら、ヴァレリアンは
「異常で」「慎みがなく」「不公平な」ビジネスマンに過ぎない。「十字架
館」はストリート夫妻にとっては優雅な別荘であるが、チャイルズ夫妻に
とっては監獄であることが、彼らにはわからないのである。ジェイディー
ンは、ヴァレリアンが大騒動のせいで気が変になったと心配するが、オン
ディーンは姪のジェイディーンに言う。

「彼は今でもすべての中心なんだから」
“He’s still the center of everything.” （TB 279）
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ヴァレリアンは病んでも衰えても依然として「十字架館」の中心であり、
支配者＝主体であり、言わば現代のプロスペローなのである。しかし、モ
リスンはシェイクスピアと異なり、豪華な「十字架館」に住むヴァレリア
ンに「十字架」――耐えがたい苦難、重い負担、消えることのない罪――
を背負わせる。ヴァレリアンはラテン語でプブリウス・リキニウス・ウァ
レリアヌスPublius Licinius Valerianus（200?-260?）と呼ばれ、ローマ皇
帝を意味する。皇帝はペルシア遠征で捕えられて死ぬ。モリスンは、絶対
権力者のヴァレリアンはウァレリアヌスのように、リンゴ盗難事件をめ
ぐって予想だにしない出来事、すなわち召使いに痛烈に批判され、妻は召
使いに殴られるという出来事によって、精神が打ちのめされ死んだも同然
だと暗示しているのだ。ヴァレリアンは68歳で「十字架館」に隠居し、
当然の見返りであるブランデーの深い眠りを得られると思っていたが、彼
には不安に怯えるマクベスMacbethのように眠りはないのである。
マクベスは、ダンカンDuncanを殺し望みは達しても三度の食事を不安

のうちにしかとれず、眠りもまた悪夢の連続である。

三度の食事も不安のうちにしかとれず、夜ごとの眠りも
いまのように恐ろしい悪夢にさいなまれるぐらいなら。
Ere we will eat our meal in fear, and sleep
In the affliction of these terrible dreams,
That shake us nightly. （Macbeth 3.2.17-19）

この不安、この悪夢はダンカンを殺した罪の結果として訪れるのではな
い。彼はもはやここでは「やってしまったこと」に恐れおののいてはいな
い。ただ恐ろしい罪を犯して手に入れたものに安住できず、安心して王座
に座っていることができないのである。このように日夜不安におののいて
生きているよりは自分が殺したダンカンが墓の中で「安眠している」のが
うらやましい位だと嘆かねばならない。ヴァレリアンは先住民とアフリカ
系アメリカ人の悲惨な歴史を思い、我が罪に震えおののくマクベスのよう
に安眠して眠れないのである。
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４．アフリカニズム「白人のアメリカ人が自分は奴隷ではなくて 
自由なのだと自覚する道具」

Ｇ・ウィルソン・ナイトG. Wilson Knightも主張するが（225）、プロス
ペローは後の植民地主義時代の欧米列強のように、「白人の責務」を引き
受けて被支配者のキャリバンを支配した。モリスンはこのプロスペローに
ヴァレリアンを投影させ、『タール・ベイビー』の中で、白人と黒人の文
化の混交、民族の混血の難しさをテーマとしているのである。
モリスンは著書『白さと想像力――アメリカ文学の黒人像』（Playing in 

the Dark: Whiteness and the Literary Imagination［以下Playing in the 
Dark］, 1992）の中で、黒人対白人の構図は単純ではないという。モリス
ンは黒人の存在についての考察は、アメリカ文学を理解するさいの中核に
なるべきであって、「文学的想像力の周辺」“the margins of the literary 
imagination” （Playing in the Dark 5）をさまよわせてはならないと主張し、
「現実または虚構のアフリカニスト」“a real or fabricated Africanist 
presence” （Playing in the Dark 6）の存在はアメリカ人らしさを育てるため
に重要であったと述べ、アフリカニズムを次のように定義する。

アフリカ民族が表すようになった表示的かつ暗示的暗さ、それから、
これらの人々についての意見、思いこみ、理解の仕方、ヨーロッパ中
心の学問につきものの誤解の総体をさす言葉。
... aterm for the denotative and connotative blackness that African peoples 
have come to signify, as well as the entire range of views, assumptions, 
readings, and misreadings that accompany Eurocentric learning about 
these people. （Playing in the Dark 6-7）

しかし、モリスンはアフリカニズムのような負のアイデンティティはアメ
リカだけで構築されたわけではないと述べ、次のように続ける。

（アメリカでは）隷属を正当化するイデオロギー的、帝国主義原理の
圧力のもとで、アフリカ人やアフリカ系アメリカ人についての真の知
識もなければ率直な問いかけもしないまま、アメリカ式ブランドのア
フリカニズムが出現することになった。つまり、強力に推進され、徹
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底的に役に立ち、白人のエゴ強化に協力的で、浸透力のあるアフリカ
ニズムが。
... in the absence of real knowledge or open-minded inquiry about 
Africans and African-Americans, under the pressures of ideological and 
imperialistic rationales for subjugation, an American brand of Africanism 
emerged: strongly urged, thoroughly serviceable, compassionately ego-
reinforcing, and pervasive. （Playing in the Dark 8）

アメリカの白人はアフリカ人やアフリカ系アメリカ人についての真の知識
もなければ率直な問いかけもしないまま、勝者の視座でアメリカ史を都合
よく創作し、アフリカニズムを構築してきた。白人のエゴ強化に協力的
で、浸透力のあるアフリカニズムはアメリカだけでなく、「南アメリカ、
イギリス、フランス、ドイツ、スペイン――これらすべての国々の文化
が、でっちあげられたアフリカのある面に関わり、またでっちあげに寄与
してきた」“South America, England, France, Germany, Spain―the cultures 
of all these countries have participated in and contributed to some aspect of an 
“invented Africa.” （Playing in the Dark 6-7）のである。デービッド・リン
ドレーDavid Lindleyも指摘するように（154）、アメリカ先住民はしばし
ば黄金時代のイノセンス（無垢であると同時に無知、無力）な人間とし
て、「ひたすら無心に清純に生きる」「幼児のように無心に遊ぶ人々」とし
て見られてきた。白人はアフリカ系アメリカ人もアメリカ先住民のように
イノセントな民とみなし、白人に従順になるよう強いてきた。白人がアメ
リカ先住民と奴隷の子孫を支配し、ピコーラの悲劇を生み出す原因となっ
た白い肌と青い眼と金髪を美の基準とし、黒人を他者化してきたのであ
る。アフリカニズムとは畢竟するに次の通りである。

アメリカ人が自分は奴隷ではなくて自由なのだと自覚する道具なので
ある。いやがられる者ではなく望まれる者、無力ではなく資格と力を
持ち、歴史をもたぬ者ではなく歴史をもつ者、呪われた身ではなくイ
ノセントな（無垢の）者であり、盲目的な進化から偶然に生まれてき
た者ではなく運命を徐々に成就していく人間として自覚するための道
具なのである。
Africanism is the vehicle by which the American self knows itself as not 
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enslaved, but free; not repulsive, but desirable; not helpless, but licensed 
and powerful; not history-less, but historical; not damned, but innocent; 
not a blind accident of evolution, but a progressive fulfillment of destiny. 
（Playing in the Dark 52）

人種・民族差別や白人優越主義がアフリカニズムを生み出してきたのであ
る。このように、モリスンは『テンペスト』を従来のポスト・コロニアリ
ズム（セトラー・コロニアリズム）の視点からばかりでなく、彼女独自の
アフリカニズム6の側面からも読み解いている。黒人作家ラルフ・エリソ
ンRalph Ellisonは自己のアイデンティティに苦しむ白人の内面について次
のように指摘している。

この国の初めから、白人のアメリカ人は、自分たちはいったいだれな
のかということについて、深い内面の不確かさに苦しんできた。その
答えを簡単にするために使われてきた方法の一つが、黒人のアメリカ
人が存在することを捉えて、彼らを標識、限界のシンボル、「アウト
サイダー」のメタファーとして使うことだった。多くの白人は、黒人
の社会的な位置を見て、皮膚の色は、自分たちはどの程度アメリカ人
であるのかないのかを決める、簡単で信頼の置ける尺度になる、と感
じることができた。（110-11）7

白人のアメリカ人は先住民やアフリカ系アメリカ人を他者化することに
よって彼らを暴力で支配してきた。白人が世界の中心にいるという傲慢な
感覚でアメリカン・アフリカニズムを構築してきたが、エリソンもモリス
ンも、白人は先住民やアフリカ系アメリカ人の存在を抜きにしては生存で
きないことを見抜いている。プロスペローがキャリバンなしでは、また
ヴァレリアンがアメリカ先住民やアフリカ系アメリカ人やカリブ系先住民
なしでは生存できないのと同様である。プロスペローは、キャリバンは西
洋的なものに同化できない野蛮人＝他者であり、プロスペローは文明人＝
主体である、とキャリバンに思い込ませようとして魔術を使い奴隷にし
た。しかし、プロスペローが、本当は自分自身が野蛮人を表象する他者で
あり、キャリバンは先住民＝主体ではないかと思ったように、あるいは
ヴァレリアンが罪の意識で眠りを失ったように、白人のアメリカ人は白人

16 福島　昇



優越主義を捨てて、様々な人種・民族などの多様性を尊重しなければなら
ない。エリソンはアメリカン・アフリカニズムのような「アフリカ民族が
表すようになった表示的かつ暗示的暗さ、これらの人々についての意見、
思いこみ、理解の仕方、ヨーロッパ中心の学問につきものの誤解」といっ
た負のアイデンティティに頼っている限りは、白人のアメリカ人はプロス
ペローやヴァレリアンのように心の奥底に闇や空虚感を抱えマクベスや
ヴァレリアンのように眠りが得られない、永遠に自立できない、と主張し
ているのだ。白人は長い間、彼らが決めつけてきた美の基準、すなわち緑
と白の家、赤いドア、白い肌、青い眼、金髪といった固定観念を捨てて
様々な多様性を尊重し、リリアン・スミスLillian Smithが「『サザニズム』
や『アフリカニズム』の堅い殻から抜け出し、黒人と真剣に向かい合って
自分と変わらない一個の人間であることに気づいた時、だれよりも白人自
身のよって立つ場や存在感を手堅く確認することができる」（廣瀬 70）と
訴えているように、アフリカニズムといった負のアイデンティティから脱
却しなければならないのである。

５．超自然なもの

『テンペスト』のプロスペローはアロンゾーたちを乗せた船が、王女
Claribelとテュニス王Tunisとの結婚式を済ませ、ナポリへの帰路、絶海
の孤島のそばを偶然にも、航行したので、ミラノの書斎で研究した魔術を
使って嵐を起こし、船を粉々にし、乗っている人たち全員を海に突き落と
す。孤島には、魔女シコラクスを母親に持つ先住民族のキャリバンと「空
気の妖精」エアリエルが住んでいるが、プロスペローはキャリバンとエア
リエルを魔術によって奴隷にする。プロスペローはそれ以外にも魔術を
使ってミランダとファーディナンドを眠らせたり、アントーニオ、セバス
チャンSebastian、ゴンザーロGonzalo、ステファノStefano、トリンキュ
ロTrinculoらをこらしめたりするが、『タール・ベイビー』のヴァレリア
ンも次のように魔法（黒魔術）を使う。

亡くなった最初の妻の訪問に慌てはしなかった。自分が魔法で呼び出
しているのだ、とわかっていたから。昔の友人や子供時代の遊び友だ
ちを魔法で呼び出していたのと同じことだったが、……。
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He was not alarmed by her visits; he knew he conjured them up himself, 
just as he conjured up old friends and childhood playmates... （TB 143）

プロスペローはアロンゾーやアントーニオらに復讐するために魔術を使う
のだが、ヴァレリアンは精魂込めて作った温室で、今は亡き前妻に会いた
くて魔法で呼び出す。すると、彼女はヴァレリアンの椅子のまわりをひら
ひら飛びながら、苗木の平箱の上を滑るようにしてやって来る。さらに、
ヴァレリアンは魔法を使って、昔の友人や子供時代の遊び友だちも温室に
呼び出し昔を懐かしむ。
このように、モリスンはプロスペローの超自然的な魔術をヴァレリアン

にも巧みに取り入れて性格造形したのではないか。

６．終わりに

以上見てきたように、モリスンがポスト・コロニアリズム（セトラー・
コロニアリズム）の風潮下で、いかに文学上のカノン（規範）を読み直し
たか、モリスンがどのように『テンペスト』を『タール・ベイビー』に受
容したのか、白人優越主義のメカニズムを見透かすポスト・コロニアリズ
ム（セトラー・コロニアリズム）と彼女独自のアフリカニズムの視点から
論じた。モリスンはマリン・ラボン・ヴァルターMalin LaVon Waltherが
主張するように（I37-49）、『テンペスト』について「理想的」な読み方と
「修正的」な読み方をし、『テンペスト』をこの二つの読み方の交差点にお
き、『タール・ベイビー』の登場人物ヴァレリアンの中にプロスペローを、
ジェイディーンにミランダを、サンにキャリバンの像を見て、ヨーロッパ
中心の学問につきものの誤解を修正したのである。

＊ 本稿は2019年 9月13日の日本英語文化学会第22回全国大会（中央学院
大学）において口頭発表したものに加筆修正を加えたものである。

註

1 『タール・ベイビー』における人種・民族問題について論じるには、セトラー・コ
ロニアリズム（入植者植民地主義・定住型植民地主義）についても言及しなければ

18 福島　昇



ならない。なぜならば、アメリカには先住民族（ネイティブ・アメリカン）がいる
からだ。「セトラー・コロニアリズム：ポスト・コロニアリズム理論と問題を共有。
入植者が新しい、もしくは無主と捉えられた土地に入植し、国家を樹立するに至る
植民地主義のプロセス。アメリカ大陸は先住民族にとって、ポスト・コロニアリズ
ム（セトラー・コロニアリズム）の空間ではなく、入植者による支配が根付き、自
らの存在そのものがかき消され、破壊されてきた、暴力的な空間」石山徳子「アメ
リカ先住民と人種　エリザベス・ウォーレンのDNA論争を事例に」アメリカ学会
年次大会シンポジウムの資料 （法政大学 2019.6.1）。セトラー・コロニアリズムに
照らせば、カナダ、アメリカ、オーストラリア、南アフリカは入植者植民地である。

2 「ソフォクレスSophoklēsの『アンティゴネ』（Antigone, 創作年　紀元前442年？　初
演　紀元前442年？）も『タール・ベイビー』の下敷きとなっている」奥野、329頁。

3 エルシノアの城に出没する亡霊の話をホレーシオに聞いたハムレットは早速その夜
エルシノアに行く。亡霊は死の真相をハムレットに告げる。悪逆非道の人殺しの恨
みを晴らしてくれという亡霊の訴えにハムレットは次のように答える。

 　ああ、早く聞かせてください、天翔る
 　想像力よりも、恋の思いよりも早い翼をつけて
 　復讐へと飛んで行きます。
 　Haste me to know’t, that I with wings as swift
 　As meditation or the thoughts of love
 　May sweep to my revenge. （Hamlet 1.5.29-31）
 第５幕の「墓掘りの場」の老成したハムレットと較べると、ここには血に飢えた
荒々しい口調で復讐を誓う若々しいハムレットがある。

4 Ｗ・Ｈ・オーデンW. H. Audenは著書『海と鏡』（The Sea and the Mirror, 1942-44）
の中で、アントーニオに「あんたのすべてははんぱなのだ、プロスペロー……おれ
はおれ、アントーニオさ」（2I2）と言わせている。この台詞はシェイクスピア
Shakespeareのアントーニオの台詞ではないが、決して悔い改めることのないアン
トーニオの恐ろしい性格を適確にとらえている。

5 Valerie Smith, Toni Morrison: Writing the Moral Imagination （Wiley Blackwell, 2014）.
6 アフリカニズムの成果は19世紀アメリカですでに発揮されている。アフリカ系アメ

リカ人のアイラ・オールドリッジ Ira Aldridge（1807-67）， ビクトール・セジュール
Victor Séjour （1817-74）， ウィリアム・ウェルズ・ブラウンWilliam Wells Brown （1814?-
84）， ポーリン・エリザベス・ホプキンズPauline Elizabeth Hopkins（1859-1930）， 
ポール・ローレンス・ダンバー Paul Laurence Dunbar（1872-1906）らである。例
えば、オールドリッジの戯曲『黒人の医師』（The Black Doctor, 1847）は『オセ
ロー』や戯曲『ロミオとジュリエット』（Romeo and Juliet, 創作年1595-96, 初演
1595）や『テンペスト』の主題を受容したものであり、他の黒人作家もシェイク
スピアから劇構造や主題の多くを受容している。

7 廣瀬典生「南部主義、オリエンタリズムそしてアフリカニズム――スミスのポスト
コロニアリズム、ポストモダニズムの視座」『外国語・外国文化研究』14巻 （関西
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学院大学リポジトリ、2007年）: pp. 1-88の翻訳参照。N. page. Web. Aug. 15, 20I9. 
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大学生が行う良い英語プレゼンテーションに関する 
メタ認知的知識の違いの検討

――大学英語教員と日本人大学生が考える重要項目を比較して
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Abstract

Differences in Metacognitive Knowledge of Student English Presentations: 
Comparing Elements University English Teachers and Students Think as Important

OMOTEDANI Junko

This paper investigates differences in metacognitive knowledge regarding good 
presentations in English among Japanese university students （Ss）, Native-English 
speaking university English teachers （NETs）, and Japanese university English teachers 
（JETs）. In order to give good oral presentations, presenters use metacognitive 

knowledge about good oral presentations. Nevertheless, if the metacognitive 
knowledge itself is incorrect, the oral presentation will not be successful. Therefore, it 
is highly important to know what metacognitive knowledge about a good oral 
presentation learners and teachers have, and determine if there are any differences 
among them. However, only a few studies have investigated the metacognitive 
knowledge regarding a good oral presentation of learners and teachers in EFL （English 
as a Foreign Language） settings. Therefore, the author listed 24 criteria which are 
considered important to give a good presentation in English from her previous study 
（Omotedani, 2018）, and conducted web-based surveys using a six-point Likert scale 

and asked how important the participants thought the listed criteria for students to 
meet in order to be able to give a good oral presentation. The survey participants were 
54 NETs, 34 JETs, and 72 Ss. The quantitative data obtained from this survey was 
analyzed using one-way analysis of variance. The results indicate the differences in the 
metacognitive knowledge regarding good presentations in English among the groups. 
The data shows that the Ss think the criteria regarding non-verbal communication are 
more important than the NETs do, that the Ss and the JETs consider the criteria related 
to strategies more important than the NETs do, and that the NETs think the criteria 
about a logical pattern of the presentation and grammar are more important criteria 
than the Ss do. This suggests that EFL teachers should be well aware of the differences 
in metacognitive knowledge when teaching English presentation classes.

キーワード：英語プレゼンテーション，メタ認知的知識，評価項目，大
学英語教育

Keywords: English presentation, metacognitive knowledge, evaluation criteria, 
university English education



１．はじめに

１．１　英語プレゼンテーション力が求められる背景
グローバル化は社会、経済の様々な面で急速に進展し、人や物だけでな

く情報や資本も国境を越えて移動するようになった。それに伴い、国際的
共通語として英語を運用する能力を身につける必要性が高まり、大学英語
教育においても、スピーキング力や論理的思考力を含む、より実用性の高
い英語力を醸成する役割が求められている。国の政策としても、グローバ
ル化に対応する為に様々な試みがなされてきた。2003年には「英語が使
える日本人」の育成のための行動計画（2003年度～2007年度実施）が策
定され「国民全体としてTOEFL等の試験で世界平均水準の英語力を持つ」
こと、そして「大学を卒業したら仕事で英語が使える」ことなどが目標に
掲げられた（文部科学省 , 2003）。その後、「経済財政改革の基本方針
2008」において、国際的な人材強化と全国的に英語教育を一層充実させ
る必要性の指摘を受け、2009年度～2013年度には「英語教育改革総合プ
ラン」が実施された。この事業は、21世紀を生き抜くために国際的共通
語となっている「英語」のコミュニケーション能力を身に付けることを目
的としており（文部科学省 , 2008）、2009年 3月に告示された「高等学校
学習指導要領」では「英語の授業は英語で行うことを基本とする」と定め
られている（文部科学省 , 2009）。2014年には、国際競争力の強化に取り
組む大学の教育環境の整備支援の為、スーパーグローバル大学創成支援事
業が始まった（文部科学省 , 2014）。このように、これまでに国際通用性
を高めグローバル化に対応する為の様々な方策がとられてきたことが伺え
る。しかしながら、顕著な成果が見られたとは言い難い。
実際、2018年に実施されたTOEFL iBT® Testsのデータでは、120点満点
のテストで世界の平均点が83点であるのに対し、日本の平均点は71点と
大きく下回る。各30点満点の 4技能別のスコアの中でも、特に「話す」
セクションは低く、日本のSpeaking平均スコアは17点でアジアの中では
単独の最下位であり、世界の中でもアフリカの 2か国と同率の最下位で
ある（ETS, 2019）。
ビジネスの世界からも英語コミュニケーション能力の必要性を述べる報

告がされている。小池ら（2010）は、「企業が求める英語力調査」を実施
し、国際業務に従事中、またはその経験を有する総計7,354人のビジネス
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パーソンから得た調査結果を提示している。この調査では、日本の英語教
育に対する要望として、71.7％の回答者が「実社会ですぐ対応できる英語
教育を大学で行う」ことを、82.9％が「ディベートとスピーチの向上を目
指し自分の主張を相手に説得できるような教育体制を整えること」が「か
なり必要」または「非常に必要」と回答している。また、論理的な思考力
や国際的な交渉力を備えたプレゼンテーション（以下、プレゼン）能力を
持つ必要性があるとの調査結果も示している。
このような現状を踏まえると、大学英語教育においてもグローバル社会

で通用する英語コミュニケーション力、特に論理的思考力や交渉力を備え
た英語を話す能力を向上させる教育実践が求められていると言えよう。英
語プレゼンは、ただ「話す」のではなく論理的な展開や構成、プレゼン目
的別の構造を踏まえて準備する為、論理的思考力を醸成するには最適な教
育実践方法である。英語プレゼンを教える為の大学英語教科書でも、プレ
ゼンの構造や論理的な展開に主眼を置くものも多くみられる。例えば、森
田ら（2018）はアカデミック、ビジネスの両分野で的確な英語プレゼン
が行える力を養う為、列挙型・分類型・順序型・調査型・説得型・問題解
決型・原因結果型・比較対照型の 8つのモデルプレゼン構造を提示して
いる。これらを習得することは、ビジネスで必要な交渉力を育む下地とな
るであろう。このような点からも、大学英語教育における英語プレゼン指
導の重要性は今後更に高まっていくことが予想される。

１．２　良い英語プレゼンに関するメタ認知的知識
大学英語教育において、英語プレゼンを教える重要性の高まりについて

は前述のとおりだが、英語プレゼンを教えるにあたり、大学英語教員は学
生がどういった項目ができていると「良いプレゼン」だと認識しているの
だろうか。又、学生も英語プレゼン課題をする際、何を持って「良い英語
プレゼン」だと考えて取り組んでいるのだろうか。このように英語プレゼ
ンという認知活動を意識化し客観的にとらえることは「メタ認知」に大き
く関連している。メタ認知とは、自分自身や他者の行う認知活動を意識化
して、もう一段上からとらえること（三宮 , 2018）であり、メタ認知的知
識を基にメタ認知的活動を行う（Schraw, 1998; Schraw & Dennison, 1994）
と考えられている。Flavel（1987）はメタ認知的知識を①人間の認知特性
についての知識、②課題についての知識、③問題解決の方略についての知
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識、に分類している。これらをコミュニケーションや英語プレゼンに関連
したメタ認知的知識として例をあげると次のようになる。

①　 人間の認知特性についての知識：例）Aさんは状況や文脈からメッ
セージを授受し、結論を最後に述べる傾向があるが、Bさんはメッ
セージの授受をはっきりと言葉に出して行い、結論を先に述べるコ
ミュニケーションを取る傾向がある等。

②　 課題についての知識：例）プレゼン課題は準備が万全だと思って
も、本番では思いがけないミスをすることがある等。

③　 方略についての知識：例）原稿の英語を暗記すれば、聴衆とアイコ
ンタクトをとりながらプレゼンすることができる等。

メタ認知的活動は、上記のようなメタ認知的知識を基にして遂行される。
具体的には、課題の事前段階、遂行段階、事後段階においてメタ認知的モ
ニタリング（認知についての気づき・フィーリング・予想・点検・評価な
ど）やメタ認知的コントロール（目標設定・計画・修正など）が行われる
（三宮 , 2008）が、ここで着目したのは、メタ認知的活動はメタ認知的知識
を基にしているので「もしメタ認知的知識が誤っていれば、メタ認知的活
動は不適切になりかねない（三宮 , 2008, p. 11）」ということである。した
がって、メタ認知的活動を成功裏に導くために、その活動に関連するメタ
認知的知識が適切であるかどうか検証することは意義があると言えよう。

Omotedani （2018）では、23名の英語母語話者の大学英語教員（以下
NETs）と22名の日本語母語話者の大学英語教員（以下 JETs）に、英語力
がおよそTOEIC L&Rの350-550点の日本人大学生のクラスに対して 3 - 4
分のスライドを使用した英語プレゼン課題（自由トピック：他の学生に伝
えたいこと等）を出した場合、又、65名の日本人大学生（以下Ss）には
上記と同じ内容の英語プレゼン課題をすると仮定した際に、「どういった
項目ができていると良いプレゼンだと考えるか」について自由記述での回
答を求めた。項目別の記述数の割合を比較したところ、Ssは論理的な展
開に関する記述や事前に準備や練習が必要な項目に関しての記述がNETs
と JETsに比べ少なく、JETsはプレゼンの内容に関する記述がNETs、Ss
に比べ少ない等の結果を得た。しかしながら、自由記述の記述数の比較だ
けでは各グループのメタ認知的知識の差を検証するには不十分であるとい
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う限界があった。したがって、本研究では、Omotedani（2018）で得られ
たデータを基にNETsと JETs、そしてSsが持つ英語プレゼンに対しての
メタ認知的知識について量的な質問紙調査を実施し、一元配置分散分析を
用い各グループ間の違いを明らかにし、そこから得られる示唆について検
証していく。

２．方法

２．１　調査方法
前述の通り、本研究で使用する質問紙は、Omotedani（2018）で得られ
た良い英語プレゼンに関する自由記述データを基に作成された。NETs、
JETs、Ssから得られた良い英語プレゼンに関する記述を24の項目にまと
めたものが表 1である。これらの項目に関して、良い英語プレゼンをす
るために各項目がどれくらい重要だと考えるか 6件法（ 1 =全く重要でな
い・ 2 =重要でない・ 3 =あまり重要でない・ 4 =多少重要である・ 5 =重
要である・ 6 =大変重要である）で回答を求めた。英語プレゼン課題の設
定は、Omotedani（2018）と同じであるが、NETsと JETsに向けた「クラ
スレベル設定」はTOEIC L&R 350-550という設定は幅が広すぎるという、
Omotedani（2018）の調査参加者からの意見を反映し、本研究では「クラ
スの平均点がTOEIC L&R 450と仮定する」に変更している。Ssに対する
英語プレゼン課題の設定に変更はない。
質問紙はGoogle Formを使用し、教員用と学生用の質問紙ページをWeb
上で作成し回答を求めた。教員用の質問紙は英語と日本語を併記した。回
答に際して、調査への参加は任意であり、少しでも精神的・身体的苦痛を
感じた場合はいつでも回答を中止できること、回答内容は集計・コード化
され、個人名が明らかになったり個人が特定されたりすることがないこ
と、学生用の質問紙ページには、回答が成績等に一切関係しないことを明
記した上で、回答者から調査の同意を得た。

２．２　調査参加者
調査参加者はNETs 54名（女性 9名、男性45名）で平均英語教師歴は20
年（大学での平均英語教員歴は13年）、　JETs 34名（女性26名、男性 8名）
で平均英語教師歴は15年（大学での平均英語教員歴は11年）、Ss は私立大
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学文系学部の大学生 1～ 4年生72名（女性44名、男性28名）である。Ss
に関しては、質問紙調査で得た291名のデータから、 1）TOEIC L&R IPテ
ストのスコアが400点～500点であり、 2）これまでにMicrosoft PowerPoint
等スライドを使用した英語プレゼンの経験があり、 3）データ記入不備が
ない、の 3点の条件を満たす72名を抽出した。Ss 72名のTOEIC L&R IP
テストの平均値は449点（標準偏差 28.33）である。

表１．自由記述から抽出した良い英語プレゼンに関する24項目

1． 単語を正しく発音できる（間違っていても、聴き手が単語を認識できる程度の
間違いである）こと。

2． 抑揚やリズム、強弱を（プロソディを）つけて話すことができること。
3． 話すスピードが、速すぎず遅すぎず、適切なスピードであること。
4． 聴衆とアイコンタクトをとりながら発表できること。
5． 身振り手振り（ジェスチャー）を使って発表できること。
6． 無表情でなく、表情豊かに発表できること。
7． ふらついたり、もじもじせず、良い姿勢で発表できること。
8． 話す際、意味の伝達に支障をきたすような文法上の間違いがないこと。
9． 文章が簡潔でわかりやすいこと。
10．話す際に、談話標識（therefore, however, you know, by the way, for example, first, 

in summary等）が適切に使えること。
11．語彙や表現が適切に使用できること。
12．発表内容を暗記して、原稿を読まずに話せること。
13．聴衆に問いかける等、聴き手を巻き込んだ発表ができること。
14．原稿の丸暗記ではなく、自分の言葉で発表できること。
15．日本語を入れずに発表できること。
16．見やすいスライド（字の大きさ、配色等）を使っていること。
17．プレゼン内容を効果的に補うスライドを使用していること。
18．論理的に展開（序論→本論→結論）する構成になっていること。
19．聴衆が興味を引く内容であること。
20．プレゼンを通じて伝えたいメッセージが明確なこと。
21．引用元が明記してあること。
22．調査・収集情報がプレゼンの要点と関連していること。
23．発表の時間配分がきちんとできていること。
24．質疑応答を適切に行えること。
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２．３　分析方法
上記の質問紙調査でNETs、JETs、Ssから得られた「学生が良い英語プレ

ゼンをする為に各項目についてどれくらい重要だと考えるか（ 6件法 : 1 =
全く重要でない～ 6 =大変重要である）」のデータを IBM SPSS version 23
で一元配置分散分析を用いて統計処理を実施し、その後Tukey HSDを用
いて多重比較を行った。

３．結果

良い英語プレゼンをする為に各項目について、どれくらい重要であるか
を 6件法を用いて質問紙調査を実施し、NETs、JETs、Ssから回答を得た。
そのデータの一元配置分散分析と、その後のTukey HSDを用いた多重比
較の結果を述べる（表 2参照）。記述統計の平均値が最も高い項目は、
NETs（M = 5.42, SD = 0.81）、JETs（M = 5.50, SD = 0.86）、Ss（M = 5.50, 
SD = 0.73）で、 3グループとも 「20．プレゼンを通じて伝えたいメッセー
ジが明確」である。Ssは 2番目から 5番目まで平均値の上位は全て非言語
コミュニケーションに関連した「 4．アイコンタクト」（M = 5.35, SD = 0.70）
「 3．話すスピード」（M = 5.33, SD = 0.75）「 6．顔の表情」（M = 5.26, 
SD = 0.71）「 2．抑揚やリズム、プロソディ」（M = 5.25, SD = 0.71）であっ
た。NETsとJETsは「17．プレゼン内容を補完するスライド」（NETs : 
M = 5.30, SD = 0.74 ; JETs : M = 5.24, SD = 0.74）や「 4．アイコンタクト」
（NETs : M = 5.07, SD = 0.83 ; JETs : M = 5.38, SD = 0.70）に関しては共通
して高い平均値であるが、NETsは「18．論理的な展開」（M = 5.35, 
SD = 0.68）が 2番目に平均値の高い項目であった。
一元配置分散分析の結果、24項目中16項目に有意差が見られた為、

Tukey HSDを用いて多重比較を実施した。SsがNETsより有意に高いこと
（NETs < Ss）が示された項目は、「 2．抑揚やリズム、プロソディ」
F （2, 157） = 11.803, p = .000;「 3．話すスピード」F （2, 157） = 10.012, 
p = .000；「 5．身振り、手振り」F （2, 157） = 15.141, p = .000；「 7．立ち
姿勢」F （2, 157） = 7.125, p = .001など非言語コミュニケーションに関連し
たものが多く、「 6．顔の表情」F （2, 157） = 24.879, p = .000 , はNETsと
JETs、JETsとSsの間にも有意差（Nets < JETs < Ss）が認められた。他にも、
SsがNETsより有意に高いこと（NETs < Ss）が示された項目は、「 9．簡潔
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表 2． 一元配置分散分析とTukey HSDを用いた多重比較の結果 
N＝54（NETs），34（JETs），72（Ss）

項目 グループ M SD F
項目 1
発音

NETs
JETs
Ss

5.11
4.82
5.07

0.74
0.83
0.84

1.46

項目 2
プロソディ

NETs
JETs
Ss

4.59
4.79
5.25

0.88
0.73
0.71

11.80**
NETs＜Ss

項目 3
話すスピード

NETs
JETs
Ss

4.67
5.00
5.33

0.91
0.85
0.75

10.01**
NETs＜Ss

項目 4
アイコンタクト

NETs
JETs
Ss

5.07
5.38
5.35

0.87
0.70
0.70

2.55

項目 5
身振り手振り

NETs
JETs
Ss

4.06
4.53
5.00

1.09
0.90
0.87

15.14**
NETs＜Ss

項目 6
顔の表情

NETs
JETs
Ss

4.15
4.74
5.26

1.09
0.83
0.71

24.88**
NETs＜ JETs＜Ss

項目 7
立ち姿勢

NETs
JETs
Ss

4.54
4.82
5.17

1.09
0.90
0.80

7.12**
NETs＜Ss

項目 8
文法

NETs
JETs
Ss

5.04
4.82
4.56

0.73
0.87
0.98

4.72*
Ss＜NETs

項目 9
簡潔な文章

NETs
JETs
Ss

4.89
5.24
5.24

0.84
0.70
0.76

3.58*
NETs＜Ss

項目10
談話標識

NETs
JETs
Ss

4.31
4.71
4.75

0.95
0.84
0.78

4.39*
NETs＜Ss

項目11
語彙表現力

NETs
JETs
Ss

4.89
4.94
4.93

0.66
0.74
0.81

0.07

項目12
文章の暗記

NETs
JETs
Ss

4.02
4.65
4.60

1.42
0.81
1.07

4.75**
NETs＜ JETs，Ss

項目13
聴衆を巻込む

NETs
JETs
Ss

3.85
4.12
4.93

1.29
1.02
0.97

16.12**
NETs，JETs＜Ss

項目14
自分の言葉で話す

NETs
JETs
Ss

4.72
4.50
5.15

1.09
1.13
0.82

5.96**
NETs，JETs＜Ss

項目15
日本語を使わない

NETs
JETs
Ss

4.65
4.94
4.65

1.48
0.95
0.95

0.84
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な文章を用いる」F （2, 157） = 3.580, p = .030；「10．談話標識を適切に使
用する」F （2, 157） = 4.390, p = .014；「22．収集情報とプレゼンの要点の
関連」F （2, 157） = 3.606, p = .029である。SsがNETsとJETs両方の教員グ
ループより有意に高い（NETs, JETs < Ss）項目は、「13．聴衆を巻込んだプ
レゼン」F （2, 156） = 16.119, p = .000；「14．自分の言葉で話す」F （2, 157） = 
5.961, p = .003；「19．興味深い内容」F （2, 157） = 3.846, p = .023であっ
た。日本語母語話者である JETsとSsが英語母語話者であるNETsよりも
有意に高い（NETs < JETs, Ss）項目は「12．文章の暗記」F （2, 157） = 
4.749, p = .010；「21．引用元の明記」F （2, 157） = 11.883, p = .000である。
NetsがSsより有意に高い（Ss < NETs）項目は「 8．意味の伝達に支障を
きたす文法の誤りがない」F （2, 157） = 4.721, p = .010；「18．論理的に展
開する構成」F （2, 157） = 4.641, p = .011の 2項目であった。

項目 グループ M SD F
項目16
見やすいスライド

NETs
JETs
Ss

5.06
5.26
5.11

0.90
0.75
0.81

0.68

項目17
内容を補うスライド

NETs
JETs
Ss

5.30
5.24
5.00

0.74
0.74
0.86

2.39

項目18
論理的な展開

NETs
JETs
Ss

5.35
5.15
4.93

0.68
0.89
0.78

4.64*
Ss＜NETs

項目19
興味深い内容

NETs
JETs
Ss

4.80
4.74
5.18

0.98
1.05
0.83

3.85*
NETs，JETs＜Ss

項目20
メッセージが明確

NETs
JETs
Ss

5.41
5.50
5.50

0.81
0.86
0.73

0.25

項目21
引用元の明記

NETs
JETs
Ss

3.93
4.68
5.04

1.50
1.15
1.14

11.88**
NETs＜ JETs，Ss

項目22
収集情報と要点の関連

NETs
JETs
Ss

4.67
5.06
5.14

1.17
1.01
0.86

3.60*
NETs＜Ss

項目23
時間配分

NETs
JETs
Ss

4.63
5.09
4.89

1.10
0.71
0.88

2.68

項目24
質疑応答

NETs
JETs
Ss

4.31
4.82
5.06

1.18
1.03
0.89

8.18**
NETs＜Ss

 *p<.05，**p<.01
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４．考察

良い英語プレゼンをする為に、各項目がどれくらい重要だと考えるかに
ついて、NETs、JETs、Ssからデータを収集し一元配置分散分析、そして
Tukey HSDを用いて多重比較を行った。その結果、SsがNETsより有意に
高い項目、SsがNETsと JETs両方の教員グループよりも有意に高い項目、
JETsとSsがNetsより有意に高い項目、NetsがSsより有意に高い項目が、
それぞれ明らかになった。

SsがNETsより有意に高い項目は「 2．抑揚やリズム、プロソディ」
「 3．話すスピード」「 5．身振り、手振り」「 7．立ち姿勢」「 6．顔の
表情」と非言語コミュニケーションに関連したものが多い。記述統計の結
果でも、Ssの各項目の平均値は非言語コミュニケーションに関するもの
が上位を占めている。日本語母語話者が日本語でコミュニケーションを取
る際も、上記のような非言語コミュニケーションを使用するが、英語母語
話者に比べてかなり控えめであることが多い。例えば、三宮（2017）で
は、日本人女性とアメリカ人女性の 6つの基本的感情（驚き、恐怖、嫌
悪、怒り、幸福、悲しみ）に対応する顔の表情を比較し、日本人の表情は
アメリカ人に比べわかりにくいと述べている。言い換えれば、欧米人が自
然に行う非言語コミュニケーションは、日本語母語話者にとって無意識に
できるものではなく、日本語母語話者が欧米人にもわかりやすい様に非言
語コミュニケーションを取る為には、そのことを意識化して取り組む必要
がある。そして、意識化されることで、非言語コミュニケーションが良い
英語プレゼンに重要であるという認識が高まることが推察される。
加えて、昨今はYouTubeやTED Talksなどで英語プレゼンの様子を映像

で簡単に見ることができるので、そういった英語プレゼンのイメージが
Ssの持つ良い英語プレゼンのメタ認知的知識に影響を与えている可能性
がある。SsがNETsと JETs両方の教員グループよりも有意に高い項目が
「13．聴衆を巻き込んだプレゼン」「14．自分の言葉で話す」「19．興味深
い内容」であることからも、TED Talksなどで熟達したプレゼンターが話
すイメージがSsの「良い英語プレゼン」のメタ認知的知識のベースになっ
ているのではないだろうか。

SsがNETsに対して有意に高い項目の中には方略に関する項目もあり、
それらの項目は JETsとSsの平均値が近いことにも着目したい。「 9．簡
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潔な文章を用いる」は、Ss（M = 5.24, SD = 0.76）に対して JETs（M = 
5.24, SD = 0.70）で「10．談話標識の適切な使用」はSs（M = 4.75, SD = 
0.78）で、JETs（M = 4.71, SD = 0.84）であった。「12．文章の暗記」で
は、SsとNETsの間だけでなく、JETsとNETsの間にも有意差が見られ
（NETs < JETs, Ss）、Ss（M = 4.60, SD = 1.07）で、JETs（M = 4.65, SD = 
0.81）という結果が示された。これらは、日本語母語話者のSsや JETsが
良い英語プレゼンを行う為には、方略に関するメタ認知的知識が必要だと
示していると考えられる。

NETsがSsより有意に高いことが示された項目は「 8．意味の伝達に支
障をきたす文法の誤りがない」と「18．論理的に展開する構成」であっ
た。SsがNETsに比べ文法の誤りに関しての重要度が低いと考えた原因と
して、以下の 2点について述べたい。 1点目は、コミュニケーション重
視の英語教育である。英語コミュニケーション能力を身につけることは大
変重要な課題であり、本来はコミュニケーション能力と文法力は相反する
ものではないが、著者自身も「間違えてもいいから、話してみよう」と学
生に指導していたことを思い起こした。また、オールイングリッシュの授
業の導入によって文法指導が十分になされていない可能性もあり、その為
にSsの文法に対する重要度がNETsに比べて低いことが考えられる。 2点
目は、英語と日本語の曖昧さに対する違いである。Hall（1976）は、日本
では、言葉そのものよりも文脈からメッセージの意味や意図をくみ取りコ
ミュニケーションを行う傾向があると述べている。確かに、意味理解にお
いて日本語は、主語を省略したり語順が変わったりしても文脈から意味が
理解される限り、あまり問題視はされない。受動態か能動態かに関して
も、意味理解は文脈に依存しているところが大きい。例えば、「彼、つま
らない」という文は、日本語母語話者であれば文脈から「彼がつまらない
思いをしている」のか「彼はつまらない人である」のか理解できるであろ
う。しかし、英語では上記の違いは “He is bored” 又は “He is boring”と、
文脈ではなく文の違い、言い換えれば文法のルールに則って理解される。
従ってNETsは意味の伝達に文法が重要であるという認識がSsより高いと
いう結果となったと推察される。
「18．論理的に展開する構成」に関してNETsがSsより有意に高いとい
う結果は、日本語の曖昧さや「起承転結」のように結論が最後に述べられ
る構成に影響を受けていることが考えられる。日本語は文のレベルでも結
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論は文の最後に来ることが多い。「私は先程あなたがおっしゃった意見に
賛成です」又は「私は先程あなたがおっしゃった意見に賛成ではありませ
ん」など、文の中で最も重要な事柄が最後に述べられる傾向がある。この
ように、結論が最後にくる文を母語として日々使用することで、思考が影
響を受ける可能性は十分にあり、プレゼン等でも結論が最後まで言及され
ない構成に違和感を覚えない日本人学生も多いのではないだろうか。英語
では、論理的に展開する構成は「序論→本論→結論」が一般的だが、序論
の時点で結論に大きく関連した内容が述べられる。NETsが学生の英語プ
レゼンを指導や評価をする際に、結論が最後まで言及されなかったり、文
脈に依存して論理的に説明ができていなかったりすれば、NETsはプレゼ
ンの構成に違和感や問題意識を持つであろう。それが、NETsがSsに比べ
「論理的に展開する構成」という項目が、学生に良い英語プレゼンをさせ
る為により重要だと考える要因ではないだろうか。
本研究では「良い英語プレゼン」をする為に、NETs、JETs、Ssが各項

目をどれくらい重要だと考えるかについて調査を実施し、前述の示唆を得
た。大学英語教員が英語プレゼンを指導する際には、各グループの「良い
英語プレゼン」に対するメタ認知的知識の違いに留意したうえで取り組む
ことが重要であろう。

５．結論

大学英語教育において、学生の英語プレゼン力を向上させる取り組みは
非常に重要であり、その為の様々な教育的示唆を、JETs、NETs、Ssの持
つ「良い英語プレゼン」に対するメタ認知的知識について調査、検証する
ことから得た。NETs，JETs，Ss共に，伝えたいメッセージが明確に伝わ
るプレゼンが良いプレゼンであるというメタ認知的知識を持っているが、
課題や方略に関するメタ認知的知識には違いがみられた。

Ssは、元来日本人が不得意なジェスチャーや顔の表情など非言語コミュ
ニケーション分野を意識的に重要視する傾向が認められた。TED Talksの
プレゼンターがするようなプレゼンのイメージはあるものの、多くの学生
にとって自然にできることではない為、非言語コミュニケーションを意識
して練習したりリハーサルをビデオにとって動きを確認させたりすること
を授業内活動に取り入れることが有効であろう。
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また、SsはNETsに比べ、簡潔な文章にすることで「話す」負荷を下げ、
伝わりやすくプレゼンする方略を重要視する傾向がある。しかしながら、
やはり短い文章だけでは言葉足らずになることも十分考えられる。した
がって、内容がしっかり伝わる良いプレゼンを行う為には、簡潔に述べる
だけではなく、時には言葉を尽くして説明する重要性も伝える必要がある
だろう。同時にNETsは、手始めの方略として短い文を使ってプレゼンを
することが、Ssにとって受け入れやすい方略であることを認識して指導
にあたることも重要である。方略面では、Ssと JETsは文章を暗記すると
いう項目でNETsより有意に高いことが示された。「話せない」英語力の
段階では、まず「暗記」して話す方略を取ることは妥当な方略であるが、
「暗記」がゴールではないので、聴衆の反応を見て暗記した内容をプレゼ
ン中に調節（言い換える , 繰り返す等）するなどの練習の時間を十分に設
けることが、Ssが暗記の次の段階に気づく足場かけとなるだろう。NETs
に関しては、初級の学生がいきなり自分の言葉で話すのは難しいことを認
識し、内容を暗記させる等のプロセスを意識することも必要である。
本研究でNETsは論理的な展開や文法に関する項目がSsより有意に高い

ことが示された。結論を最後に言う傾向、主語が不明確、態が曖昧等、Ss
の母語である日本語の影響を受けている項目は、自分ができていない事に
気づきにくい。したがって、学生がしっかりとそれらの項目に意識をむけ
ることができるよう指導することも重要である。
このように本研究によってNETs、JETs、Ssの間に違いが認められた項

目は、それぞれのグループが意識的に取り組むべき項目であると著者は考
える。しかし、本研究の限界として以下の点もあげられる。第一に、英語
プレゼンには様々なスタイルがあり、画一的な「良いプレゼン」があるわ
けでなく、学生の専門（理系・文系）や授業の狙い、学生のパーソナリ
ティ等によっても「良いプレゼン」や方略は異なるということ、第二に、
本研究ではSsの英語運用能力の目安としてTOEIC L&Rテストを用いた
が、話すという能力も含めた英語運用能力を反映しているかについては、
議論の余地があるという点である。
今後の課題としては、大学生が持つ「良い英語プレゼン」に関するメタ

認知的知識が、実際にプレゼンの準備をする際にメタ認知的活動に反映さ
れているかについて、学生を英語力別のグループに分けて検討していく予
定である。
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本稿は日本英語文化学会第22回全国大会の研究発表内容を加筆・修正
したものである。
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英語プレゼンテーションにおける 
小学生の動機づけに関する一考察

──小学校学習指導要領（外国語活動、外国語編）を例として

髙橋　強

Abstract

The Relationship of Elementary School Students’ Motivation in English 
Presentation Class and Activity:  

As an Example of the Elementary Course of Study （Foreign Language 
Activities）

TAKAHASHI Tsuyoshi

Both intrinsic motivation and extrinsic motivation are among the most 
significant concepts in English language education and practice. The purpose of this 
paper is to make these concepts succinct and clear by describing the previous studies 
on these two types of motivation from a pedagogical point of view. Intrinsic 
motivation is defined as a motivational state closely related to autonomy. The current 
study is an attempt to enhance students’ intrinsic motivation at various levels of 
English proficiency. The aims of this study are as follows: （1） to explore intrinsic 
motivation in relation to a listening activity of Tokai Shizuoka Shyoyo elementary 
school students; （2） to explore intrinsic classroom motivation in English 
presentation class; （3） to examine which psychological needs （the need for 
autonomy, extrinsic motivation, or relationship with other students） play the most 
significant role in students’ motivational development.
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１．はじめに

小学校学習指導要領（外国語活動、外国語編）において、動機づけにつ
いて言及している項目がほとんどなく議論すべき点や疑問に思う点がいく
つもある。そこで小学校英語教育において動機づけが如何に重要なもので
あるかを理論的な観点から考察を加えるものとする。特に、内発的動機づ
けと外発的動機づけの重要性とその比較について検討し、小学校学習指導
要領で述べられていることに付随して、どのように実際の授業でのインタ
ラクション活動に生かしていくべきなのかを検証することで、明確な解決
策を提言していくものとする。この解決策に関しては、「結語と今後の課題」
の章で述べることとする。また発表者が視察した小学校1での動機づけを
高める指導法や動機づけを高める英語プレゼンテーションについても、本
来であれば小学校学習指導要領に付け加えなければいけない項目であるこ
と、また家庭学習の重要性と動機づけとの関連性についても論述していく
ものとする。本稿では、小学校学習指導要領（外国語活動、外国語編）を
補完する意味で、様々な事例を基に動機づけの観点から深く考察し、著者
自身の経験を踏まえながらその重要性を本稿で提言していきたい。

２．内発的動機づけとは

動機づけに関しては、大きく分けると内発的動機づけと外発的動機づけ
に分けることが出来る。以下にそれぞれの動機づけがどのようなものか、
様々な観点から考察を深めることとする。
英語教育において内発的動機づけとは、英語でのインタラクション活動2

がとても楽しく、興味を持って授業に参加し、英語をもっと話したい、
もっと深く理解したいという内発的なものを伴うもので、より積極的に英
語学習に取り組むことである。さらには、内発的動機づけは、より内面的
な満足感をもたらし、自己の成長により自己実現していくためのものであ
る。それは以下の 3つの観点から構成されているのである。（1）有能感：
自分の能力を発揮したいという英語活動を通しての有能感を楽しむこと。
（2）自己決定感：自分自身で意志決定して英語活動に取り組み自己実現
を目指し、将来なりたい自分の理想像を思い描きながら英語活動に取り組
むこと。（3）対人交流：英語学習における仲間との交流が楽しく、様々
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な人との交流を深めようとすること。
上記した点に、以下に述べる外的動機づけを組み合わせることで大きな

相乗効果を期待することができるのである。さらに内発的動機づけは自発
的な動機づけのため、外的要因に関係なく自分のペースで英語学習を持続
させることができ、自己の成長過程により英語学習の意義や価値を見出す
ことができる。また自分で学習を調整する自己調整学習で、さらなる内発
的動機づけを引き出し、さらには小学校での英語プレゼンテーションの授
業で、十分に内発的動機づけを高め、発展学習へと導くことができるので
ある。最後にマイナス面としては、学習者の英語に対する興味関心がある
かないかが重要なポイントとなり、関心がないと内発的動機づけがマイナ
スに作用し、個人差が生じるため、内発的動機づけの効果がなかなか現れ
ない場合もあるので注意されたい。

３．外発的動機づけとは

英語活動それ自体を楽しむだけではなく、その目的や何のために英語
を学ぶのかが外発的動機づけとなる。たとえば、英語をクラスで楽しく勉
強することは内発的動機づけであるが、英検 Jr.（旧児童英検）やTOEFL 
Primary3に合格するために勉強するのは、外発的動機づけとなるのである。
また学習者一人一人が高い目標を持っており、強い動機づけにより学習効
果を期待することができる。さらに学習者が短期または長期的な視野に立
ち目標を達成することで外発的動機づけの効果は一層強まると考えられる
のである。外発的動機づけにもマイナス面があり、それは児童英検などの
検定試験が終わると英語学習への意欲が減少し持続性がなくなり、興味関
心が薄れることもある。また、あまり外発的動機づけが強い場合は、内発
的動機づけをも低下させてしまうという懸念もあることは周知の事実で
ある。

４．内発的動機づけと外発的動機づけの比較

内発的動機づけによる活動は、外発的動機づけによる活動よりも、楽し
く、質が高く、持続する活動が最も望ましいと言われている。先にも述べ
たように、小学校では英語教育の成果を測る物差しとして先に述べた各種
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英語検定試験がある。この検定試験のために外発的に動機づけられて勉強
しているときには、熱心に取り組みますが、試験が終わった途端に勉強し
なくなる児童もいることも事実である。試験のためだけに勉強したこと
は、試験が終われば、忘れてしまうといわれている。しかし、小学校英語
教育に関しては、英語学習は長期的視野に立ち、ブロックを積み重ねるよ
うに長いスパンで学習するものであり、試験で学んだことを次のステップ
に生かしていく活動でもあるため内発的動機づけと外発的動機づけがうま
く組み合わさり相乗効果を上げていかなければならないのであると筆者は
考えている。この意味において、後述したように、翔洋小学校の英語活動
は大変素晴らしい成果を挙げており、内発的動機づけによる英語活動のも
たらす効果は非常に大きいと言えるのである。児童の能力と学校の掲げる
目標とを照らし合わせながら適宜外発的動機づけを与え、児童の英語活動
をより活発にしていくことが望ましいのである。

５．自律性による動機づけ

自律性とは、優先順位を決め自分が設定した目標に沿って、自己の価値
観に基づき自律的に学習し、自己管理のもとに自己調整学習し、自主的に
学習することである。自律性による動機づけは以下に述べるように様々な
要因が考えられるのである。（1）学習方略：小学校英語教育では、学校
での学習とそれに伴う家庭学習の重要性があげられる。自宅でCDなどを
聞き、DVDを鑑賞し楽しく学習、いわゆる楽習し、英語学習を柔軟に日々
の生活に取り入れ効果的に実践していくことである。（2）どのような目
的で学習するのかという高い意識を持つことで自律性が高められ、同時に
動機づけを強めることができるのである。（3）学習者が自ら自己選択の
機会を与えることで動機づけが促進される。（4）教師が学習者の興味や
関心、さらには能力を的確に判断し、子供たちを支援すること、いわゆる
子供たちの学習を支援することで動機づけが高まるのである。

６．関係性による動機づけ

関係性とは、他人と関わり合い、他人を尊重し、お互いを尊重し、友好
関係を構築することである。この関係性による動機づけを促進するための
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利点としては、以下の項目が挙げられる。（1）教師が児童の自律的な行
動をサポートすることによって関係性による動機づけが持続する。（2）関
係性による動機づけは、グループやクラスの目標達成のための動機づけに
も役立ち、グループ活動やクラスルーム活動に積極的にかかわり貢献した
いという意欲が湧いてくる。（3）関係性による動機づけに自律性による
動機づけが加わると、グループ内やクラス内で何を優先順位として行わな
ければならないのかなどの児童の価値観を自覚し、自ら自律的、あるいは
積極的な行動を起し、動機づけが非常に高まると同時に責任感が生まれる
のである。上記した、動機づけの重要性を、筆者は、可能な限り小学校英
語教育に携わる者として提言していきたい。この提言は、大変重いもので
あると考えている。

７．小学校での動機づけを高める英語プレゼンテーション

筆者は動機づけと英語プレゼンテーションに着目し、授業中に、この二
つの領域が、如何に効果的に相乗効果を発揮し、学習効果を高めていける
のかを念頭に置き、本学付属静岡翔洋小学校での取り組みを紹介したい。
本校は、静岡県静岡市清水区にあり、 1学年75名の児童が通い、近くに
は世界遺産に登録された三保の松原があり、児童が伸び伸びと学習でき、
温暖な気候にも恵まれ、毎日富士山を眺めながら初等教育並びに英語教育
を実践している学校である。この小学校の英語教育の特徴としては、毎
年、北海道の修学旅行に行った児童が英語でのプレゼンテーションの授業
を実践していることであり、近隣の小学校の教諭や静岡県教育委員会の
方々にプレゼンテーションを視察して頂くことになっている。児童の英語
は、ネイティブスピーカーに勝るとも劣らぬ素晴らしいプレゼンテーショ
ンである。また2016年 6月に行われた東海大学高大連携会議において「英
語力アップの 3つの提言」4が提案され、今まで以上に小学校での英語教育
を重視していくという方針が打ち出され、それに基づき英語教育を実践し
ているのである。

８．小学校英語教育における外発的動機づけとメタ認知

外発的動機づけとして翔洋小学校が取り組んでいるものとして、英語学
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習の成果を確認するために英検 Jr.（旧児童英検）やTOEFL Primaryを実
施している。過去 3年間において、この両テストで児童の約 8割が英検
Jr.でGold, Silver, Bronzeの各レベルを獲得している。特に、英検 Jr.は、
小学校の英語活動に準拠し、オールリスニングテストで、合否のない育成
型で、正答率で表示されるので、公立、私立を問わず、各学校の状況や児
童の進捗状況とその目的に応じて導入すべきであることを、今後の課題と
して補足的に小学校学習指導要領に付記して頂けるように提案していきた
い。この意味においても、目的と動機づけの関係は極めて重要である。
また、TOEFL PrimaryにおいてもCEFLのA1、A2レベルの英語を習得

していることも特筆すべきことである。全ての受験者の中で、CEFLが定
めるA2 levelに達した児童は、特にListeningにおいては76％に達し全国
平均71％をはるかに上回るものとなった。この点においては外発的な動
機づけがプラスに作用したことが窺える。
さらに、英検 Jr.に関しては、公立小学校の取り組みとして、島根県の
雲南市が文部科学省より、平成26・27年度英語教育強化地域拠点事業に
選ばれ、「ふるさとを愛し、その良さを広く世界に発信しようとする意欲
とコミュニケーション能力の基礎を身に付け、グローバル社会に向けて自
らの生き方を切り拓いていこうとする心情や態度を養う英語教育の在り方
を探る。」という目的のもと、独自のCAN-DOリストを作成し、英検 Jr.
を導入し、平成26年度は 7割の児童が平均を上回り、平成27年度は 8割
の児童が平均を上回ったという素晴らしい報告がなされていることは、公
立の小学校での成功例と言えるのではないか。
また、外発的動機づけを促進するものとして、自律学習がある。この自

律学習は自己管理しながら英語の予習復習に取り組み、学校では教員が児
童のポートフォリオを作成し家庭では親が英語学習をコントロールすると
いうものである。それには家庭学習が必要不可欠であり、教員又は親のサ
ポートを受けながらポートフォリオを交換して、自立した学習を支援し、
課題に柔軟に取り組み、効果的に英語学習を行うことである。またこの自
律支援学習において、よく言われることは、メタ認知という概念が重要と
なることである。以下にメタ認知について説明することとする。
メタ認知とは、学習者個人の学習に対する考えや取り組みを客観的に見

て、総合的に判断し、素晴らしい点や改善すべき点をしっかりと把握し、
今後の学習につなげていくことである。メタ認知は、以下の 4項目に細
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分化されている。（1）英語学習について長期的、または短期的な目標を
立て、それに伴う計画を立案し、段階的に実践していくこと。（2）自己
の英語学習を客観的に観察しモニタリングしていくこと。（3）英語学習
が効果的に行われたかを学習者と教員、または小学校段階での家庭学習お
よび自律支援学習で重要となりうる親が適切に判断し評価していくこと。
（4）自己調整学習を学校と家庭で連携していくこと。
上記したことに加え、更なる外発的動機づけとしては、小学校の時から

英語という言語に慣れ親しむことにより、将来の方向性を決定づける一助
となる。翔洋小学校の英語教育は、長期的視野に立ち、児童一人一人の個
性を伸長し、その児童にあった英語教育を実践できるという大きな利点が
ある。

９．内発的動機づけによる英語プレゼンテーションの重要性

内発的動機づけで重要となってくるのは、Language Awareness（言語へ
の気づき）の重要性である。学習者が未知の言語に触れ、その言語を実際
に理解できたときに、この動機づけがより一層促進されるものである。そ
れと同時にConsciousness-Raising（言語意識を高める）を高めることによ
り、動機づけが高まり、英語を理解し表現することにつながり、自己の目
標とする英語の習得につなげることができ、さらには、自律学習の手助け
にもなるのである。また、Language AwarenessとConsciousness-Raisingの
利点としては、前者は、教師と児童が、すでに知っている言語の気づきと
メタ言語能力を駆使して英語学習に役立てようという利点があり、後者は
教師が児童に意識的に語法単語などの意味の違いや文法構文など、今まで
気づかなかったことを気づかせるという利点がある。また上記した二つの
利点を生かし、プレゼンテーションではShow and Tell（写真などを見せ
て発表する）活動をすることにより、英語でのアウトプットの素晴らしい
インタラクションが可能となる。また英語で自分の考えをはっきり述べる
プレゼンテーション活動をすることで、人前で話すことに対して自信を持
ち、動機づけが一層促進される。これは、本学が目指している一貫教育を
見据えた英語教育の 3つの提言の第一歩となりうることであり、コミュ
ニケーション重視の英語教育の先駆けとなりうるものである。

41
英語プレゼンテーションにおける小学生の動機づけに関する一考察

──小学校学習指導要領（外国語活動、外国語編）を例として



９．１　Speech Script Example
以下に筆者が視察した際に、発話されたスピーチの一例である。小学校

段階においては入念に準備され、よく考え、自分の意見をはっきり述べて
いることがわかる。

“Good morning, everyone.
My name is........
I’m in the 6th grade of Tokai University Shizuoka Shyoyo elementary 
school.
Today, I’m going to talk about a school trip. I went to Hokkaido on May 
30th by airplane. I’ll talk about three things from Hokkaido. They are 
bears, potatoes and Shiroikoibito cookies.
First, I saw bears. They were cute. Second, I ate potatoes. They were 
delicious. 
Finally, I bought Shiroikoibito cookies for my family. I had a wonderful 
time there. 
I want to visit there again. Thank you for listening to my speech.”

英語プレゼンテーションの実施にあたり、クラスではスクリプトの準備
を入念に進めており、児童は皆で何を話そうか一生懸命意見を出し合い、
クラスまたはグループで話しあいながら自分の意見と他者の意見を尊重し
ながら準備を進めることで、動機づけによるフロー状態5が相乗効果とし
て授業に反映されていることがわかる。このことにより、お互い切磋琢磨
して様々な意見を出し合い、他者の意見に耳を傾けながらより高い洗練さ
れた英語表現と英語プレゼンテーションで要求される高いパフォーマンス
と創造性とが育まれるのである。フロー状態についてチクセントミハイ
（1996）は次のように述べている。（1）達成できる見通しのある課題に取
り組んでいる時に生じる 。（2）自分のしていることに集中できている。
（3）明確な目標がある。（4）直接的なフィードバックがある。（5）意識
から日々の生活において深いけれども無理のない没入状態。（6）自分の
行為を統制している感覚をともなう。（7）自己についての意識は消失す
るが、フローの後では自己感覚はより強く現れる。（8）時間の経過の感
覚が変わる。
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上記したように、英語プレゼンテーションでは、児童が興味深いトピッ
クで、みんなが親しみやすい北海道への修学旅行についてプレゼンテー
ションするというインタラクション活動において、児童が集中できる環境
にあること。そして学習者の英語のレベルとスキルにさほど大きな乖離が
ないことが重要であり、英語プレゼンテーションの準備にクラスの児童が
全員集中することができ、達成感を感じることができたことは特筆すべき
ことである。
さらにグループ学習での児童の動機づけがプラスに変化することに関し

て、中西･村松･松岡（2006）、Csikszentmihakyi & Rathunde, （1975）は
フローと動機づけとの相互関係に着目している。それによると、中西
（2006）は「フローとは、究極的に内発的動機づけが高まっている状態で
あり、時間を忘れるほど課題に熱中している状態である。」とし、社会的
動機づけの一つである接近的他者志向動機が、グループでの活動が進むに
つれフローに強く影響すると指摘している。接近的他者志向動機とは、他
者のために頑張りたいといった積極的な社会的動機の一つである。つま
り、他のグループメンバーのためやグループ全体のために頑張りたいとい
う動機づけによって、課題に対する内発的動機づけが高くなる。英語プレ
ゼンテーション活動で、共通の目標を設定し、お互いの意見を尊重し、フ
ロー状態により集中し、様々なアイディアを出し合い、互いを尊重し、同
じ課題に関して密接に関わり合い、常にポジティブに考えて行動し、自分
の意見をはっきりと述べようとする態度を涵養することがグループ学習の
素晴らしい点である。このことから、グループでの活動において、他者の
存在や他者との関係が、大きく動機づけに影響していることが考えられる
のである。中西（2006）によるとグループ学習でフローを予測した動機
づけにより、学習者のパフォーマンスに多大な影響を与えると述べてお
り、英語教育においては、課題が困難な状況において他者とのインタラク
ションが活発になるような授業内における学習支援を行うことで、学習者
の接近的他者志向動機が生まれ、課題に対する強い動機づけも生まれると
考えられると述べている。
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10．動機づけと全国学力、学習状況調査（全国学力テスト）
文部科学省実施との関係

全国学力、学習状況調査、いわゆる全国学力テストは2019年 4月に全
国で一斉に行われ、受験した児童、生徒数は、小学 6年生1,040,506人で
19,455校であった。また中学 3年生は977,370人で9,950校の生徒がこの
学力テストを受けた。国語、算数（数学）、英語の平均点は以下の通りで
ある。

小学校 6年生平均 中学校 3年生平均
国語 64.0 73.2
算数、数学 66.7 60.3
英語 実施せず。 56.5

この結果からわかることは、国語や算数（数学）に比べて英語の点数が
著しく低いことである。ここで注意すべきは、中学 3年生の英語の平均
点の低さである。現在の中学 3年生は小学校 5年生から英語、いわゆる
外国語活動を開始した最初の世代である。文部科学省がコミュニケーショ
ン力を高めようとアウトプット中心の英語活動を今まで以上に推進してき
たにもかかわらず今回の全国学力テストの結果は、あまり芳しくないもの
と言えるのではないだろうか。しかし、今回初めて受けたということもあ
り、生徒や教員側の受け入れ態勢や、設備等の不備、並びに今回初めて英
語のスピーキングテストが導入されるなど、不慣れな点も多かった中で生
徒達は、よく健闘し頑張ったのではないかと思う。これを契機に、さらな
る飛躍を願いたいと思っている。以下に、英語 4技能の平均点について
考察を加えるものとする。

 この結果から特に点数が高かったのはリスニングである。この結果か
ら見て、リスニング重視の外国語活動の成果が表れていたことを示してい
る。音声に慣れ親しむことを目標に掲げ、英語を楽しく楽習するという小
学校英語活動のプラスの面がテスト結果に表れたことは特筆すべきことで
ある。しかし、話すについては、30.8点という、アウトプット重視の言語
活動を推進してきたにもかかわらず、やや残念な結果となったことは否め
ない事実である。やはり、ここで重要となってくることは、動機づけの重
要性である。なぜ話す能力の場合、聞く能力とは異なり動機づけが必要と
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なるのかという点について述べてみることとする。スピーキングにおける
動機づけの重要性については、やはり英語を話すという自律性と有能感を
高めることが重要である。すなわち、自ら意識的に目的をもって話す活動
に取り組み、自ら教室内での環境をコントロールし、有能さを感じること
で内的動機づけを高めながら交互作用として外発的動機づけをも促進する
ことが重要となるのである。また、英語を話すことで、他社との関係性を
高め、尊重し合う関係を築くことで、さらなる内発的動機づけを高め、授
業では、これが相乗効果となり、生徒のパフォーマンスを発揮する原動力
となるのである。このようにスピーキングにおいても動機づけが必要にな
ることは明白である。この点において、動機づけの明確な目標設定が出来
ていないことを露呈していることは否めない事実として捉えるべきではな
いだろうか。やはり文部科学省の小学校学習指導要領（外国語活動、外国
語編）に補足的にでも動機づけの項目を設け、明確な目標設定を掲載し、
しっかりと明記することにより、生徒が明確な目標設定に向かって内発
的、外発的動機づけを高めていくことが重要であり、また内発的、外発的
動機づけを高めていくことにより目標設定が確立されるのである。それに
より、高い目標設定と動機づけが相乗効果となって表れてくるのである。
実際には、小学校学習指導要領に明記するということは難しいかもしれな
いが、筆者は、上記したことを今後も継続して提言し続けていくことと
する。

英語４技能の平均点
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10.１　英語スピーキングテストの出題形式と動機づけについての考察
次に、スピーキングテストについて述べていくこととする。まず、第一

に、今回のテストで考察すべきことは出題形式である。出題形式は、以下
のとおりである。

英語スピーキングテストの質問は 5問（コンピュータ使用）
文部科学省初等中等教育局参事官付学力調査室　手順　平成30年10月
問 1　イラストについて質問に答える問題である。
　（1）　When is her birthday?
　（2）　What are they doing?
　（3）　How does he come to school?
問 2　 二人の会話のあとであなたに質問され、質問を英語で答える問題

である。  
会話の後Do you have any other questions about them?

問 3　 インタビュー形式で、あなたの夢について聞かれ、その夢の実現
のためにしていることは何かについて聞かれるという問題である。

上記した、出題形式を注意深く考察すると、次に述べる 3つの点が重
要となる事がわかる。（1）英語によるプレゼンテーションの重要性と、
（2）それに伴うしっかりとした目標設定と、（3）それを達成遂行すべき
動機づけがきわめて必要かつ不可欠な要素であることがわかるのである。
それでは、個々の質問について上記した 3つの点を踏まえて述べていく
こととする。
まず、問 1のイラストについて質問に答えるという質問では、小学校

外国語活動では、Show and Tellというインタラクション活動を積極的に
取り入れるべきである。小学校で使用されている“Hi, Friends”という教科
書を使い、曜日や日常生活について英語で話すことにより内的動機づけを
高め英語プレゼンテーションにつなげる言語活動を教室で実践することが
出来るのである。例として示した翔洋小学校は、この活動を積極的に取り
入れて効果的な英語の授業を実践していることは特筆すべきことである。
また問 2では、家族構成などの日常会話についてCDを聞き、インター
ネットなどの情報機器又は、電子黒板を十分に活用し、音声に十分慣れ親
しみ、食生活による異文化の違いに気づき、異文化理解を促進する活動に
より内発的動機づけを高めることで、児童生徒のもっと知りたいという知
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的好奇心を誘発するのである。それにはCan-do listが非常に効果的で、各
小学校の状況に応じた独自のリストを作成することが効果的である。つま
りしっかりと読めた時や、きれいに発音できたとき、質問に的確に答えら
れたときなど多くの項目を教師が作成し、児童が達成できたときは、それ
がCould-do listに変わっていくので子供たちも内発的動機づけを高め、次
の目標に向かって積極的かつ意欲的に取り組むことができるのである。し
かし、個人差があることに注意されたい。次に問 3であるが、あなたの
将来の夢とその実現のためにしていることにインタビュー形式で答えると
いう問題では、 1分間ブレーンストーミングして30秒で話すというもの
である。この問題に関しては、やはり英語のスピーキング力が問われる問
題であり、この設問が一番難しい質問ではないだろうか。対策としては英
語によるプレゼンテーション活動が非常に効果的で、将来なりたい自分に
ついて話すことは内発的動機づけを促進し、なりたい自分に向かってしっ
かりと目標を設定し、それには何が必要なのか、どのような勉強をしなけ
ればいけないのかといった外発的動機づけを高めることにつながるのであ
る。鹿毛（2013）は、この様に動機づけを高めながら英語でプレゼンテー
ションすることにより達成動機づけを促進することが出来ると述べてい
る。この点で、翔洋小学校は、英語プレゼンテーション活動をたくさん取
り入れており、代表的なものとしては、北海道の修学旅行や将来の夢ミニ
プレゼンテーション、世界の国や環境問題についてのプレゼンテーション
などを実施し、素晴らしい英語プレゼンテーション活動を実践しているの
である。この様に、著者が視察した小学校は、効果的な英語教育を実践し
ているが、一方では、電子機器の不備やテストの条件を満たしていない公
立の小学校が502校もあったことは、今後の課題となりうるところである。
上記したように、公立小学校と私立小学校では英語の授業時間数や外国人
教師の配置など様々な点で違いがあるのは明らかであり、一部の公立小学
校では暗中模索の状態が続いているというのが現状である。文部科学省
は、公立の小学校英語教育を「学校の実態等に応じ、児童が外国語に触れ
たり、外国の生活や文化などに慣れ親しんだりするなど小学校段階にふさ
わしい体験的な学習が行われるようにすること。」としており、平成30年
度の「公立小学校英語活動実施状況調査」によると、英語活動を実施して
いる小学校 5、 6年生の授業時間は 1回あたり45分で年間35時間行われて
おり、内容は、「歌やゲームなど英語に親しむ活動」、「簡単な英会話（挨
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拶や自己紹介など）の練習」や「英語の発音の練習」に重点を置いた取り
組みを実践しているという報告がなされている。
一方、筆者が居住している神奈川県相模原市を例として取り上げるとす

れば、私立小学校の先進的な取り組みと言わないまでも、かなり斬新な英
語教育を導入しているのである。その一つの例として、相模原市教育委員
会は、2011年度には、独自の小学校外国語向け教材を製作し、民間の教
育機関であるリンクアンドモチベーショングループ（本社、東京銀座）と
提携し、外国人教員を各小学校に派遣し、児童の英語のパフォーマンス評
価を導入して、スピーキング力の向上を目指した先進的な英語教育を行っ
ており、民間の英語教育を導入している地方自治体もあることを特記事項
として付け加えておきたい。今後、文部科学省、地方自治体が民間企業の
力を借りて、様々な取り組みを実践する小学校が増えてくることは確かで
あり、もうすでに始まっているのである。このように先進的な英語学習を
通して、少しでも児童の動機づけを高めていくことでスピーキング力向上
に役立てていくことが出来るのではないかと考えている。今後、公立、私
立を問わず全国の小学生が高い動機づけと相まって素晴らしいスピーキン
グのパフォーマンスを見せてくれることを期待したい。

11．内発的動機づけによるCLIL教育の実践：地理と社会の学習

Whitfield （2014）はCLILに関して以下のように述べている。

 “Margaret Whitfield （2014） offered some practical tips on making the 
most of content and language integrated learning （CLIL） in the 
kindergarten classroom. She stated that CLIL is already there in school 
subjects. She also said that English teachers in elementary schools should 
make the most of them in classroom when teaching English in relation to 
subject matter. Recently, CLIL has been widely accepted in language 
education not only in Japan, but also elsewhere in the world. In Japan, 
CLIL has been a buzzword in English language education for many 
years, and is an established part of many programs. English teachers and 
university researchers have claimed that combining subject learning （e.g. 
geography and social studies） with language learning can increase 
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student motivation and improve understanding.”

小学校での英語プレゼンテーションにおいて、動機づけを高めることに
よって北海道の地理や特産物などについて、児童達が自ら調べることによ
り、内発的動機づけを高め、社会の勉強につなげることができることも特
徴的なことである。やはり実際に北海道に行って見て、触れたことが財産
となり、さらには発展学習として、これらの事柄について英語でプレゼン
テーションすることで動機づけがより一層高まることは確かなことであ
る。さらに2021年からは、小学校での英語の授業を全て英語で行うこと
が決まっており、より横断的な学習が求められるようになっているのであ
る。やはり児童に十分な動機づけを与えるように工夫した授業を実践しな
ければならないのである。その意味においても、小学校学習指導要領で動
機づけの重要性を強調すべきであると思う次第である。また小学校英語教
育の次のステップとしてCLILの重要性とそれに向けてのしっかりとした
動機づけが必要不可欠となるのである。

12．Willingness to Communicate（WTC）

Willingness to Communicate（以下、WTCと略す）とは、第二言語を学
ぶ学習者が積極的かつ円滑なコミュニケーションを取ろうという概念であ
る。第二言語習得において、MacIntyre，Clément, Dörnyei,＆Noels （1998）
は、“a readiness to enter into discourse at a particular time with a specific 
person or persons, using L2” と定義し、八島（2004）はこれを、特定の状
況で、「他者と対話する意思」であると定義し、WTC の概念を示してい
るのである。このモデルは「第二言語習得に関して学習者の個人個人のも
つ様々な動機づけ研究の一つとして、カナダを中心として研究がなされ、
広く動機づけなどの分野に応用されてきた概念である。特徴的なものとし
ては、12の第二言語習得に関する要因を 6層からなるピラミッド型で図
式化したものがWTCの概念である。WTCは、Layer II（第 2層）に記され
ておりBehavioral Intention（行動意志）のカテゴリーに含まれている。第
二言語使用において極めて重要な対話する意思について言及しているので
ある。
これを、小学校での英語プレゼンテーションに当てはめると、次のよう
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になる。まず教室でグループに分かれ、ともに助け合いながらグループ学
習に取り組み、教員は子供たちの情緒的要因を十分に配慮しながら、動機
づけを高めさせ、WTCの基礎を構築し、内発的動機づけを高めさせるこ
とである。また子供たちが北海道の修学旅行に行き、実際肌で感じたこ
と、経験したことをまとめ、CLIL学習の効果を発揮しながら、教員の手
助けを借りて、WTCのコミュニケーション能力を身につけ、実際のプレ
ゼンテーションでは、今まで練習してきた成果を存分に発表することがで
きるということになる。またこのWTCの概念の基礎となったものとして
Gardner（1985） の社会教育モデルがある。Gardnerの社会教育モデル
（socio-cultural model）によるとこのモデルは、統合性（Integrativeness）
と学習環境への態度（Attitude toward the Learning Situation）からなり、 
前者は、習得したい言語を使用し、幅広いコミュニケーションを円滑に図
ろうとする意欲を持つことであり、後者は、学習者が積極的かつ好意的に
授業に取り組み、学習意欲、つまりモチベーションを自ら高めていくこと
である。これらのことが統合されて第二言語習得につなげていくことが出
来るという理論であるが、しかし近年は、学習者の異文化に対する好意的
な態度が動機づけを促進するという研究がなされてきた。このことから、
必ずしも統合性と学習環境への態度が動機づけを促進するとは限らず、
Clement and Kruidenir（1983）は、学習者自身の学習状況に応じて、内発
的外発的動機づけが促進されるとしている。その意味において、WTCは
動機づけを促進しながら、異文化への寛容的な態度を養い、内的動機づけ
により幅広い知識を身に着け、CLILにより教科を横断的に学習できる理
論であるといえる。

13．結語と今後の課題

小学校における英語の授業、特に英語プレゼンテーションにおいて、内
的動機づけと外的動機づけがいかに重要でありかつ学習効果を高めること
ができるのかを様々な理論的研究をもとに検証してきた。特に内発的動機
づけは、学校での学習のみならず家庭での自律的学習というものが大変重
要であり、学校では教師が、そして家庭では親が自律的な学習をサポート
することにより、児童の学習効果を最大限に引き上げることができるので
ある。また外発的動機づけとしては、英検 Jr.（旧児童英検）やTOEFL 
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Primaryなどの外部試験に合格することを目標とし、短期及び長期的目標
をしっかりとたて、その目標に向かって高い動機づけを維持しつつ達成す
ることができることがわっかた。さらに教師と学校、そして家庭では親が
子供の学習をモニタリングし、児童の学習に関する進捗状況をしっかりと
把握することが重要であることもわかった。このように児童の内発的動機
づけを高めながら、フロー状態を維持し、英語でプレゼンテーションする
ことでさらなる高みを目指すことができるのである。その一つとして、
CLIL教育の実践があげられる。この取り組みは、児童が修学旅行でいっ
た北海道に関して、地理と社会の授業を一緒に英語でプレゼンテーション
に組み込み授業実践を行うことができる。英語でプレゼンテーションと
CLIL教育も同時に実践でき、学校が掲げるコミュニケーション重視の英
語教育を実際の授業で児童同士がインタラクション活動を通して質の高い
プレゼンテーションを実践している。この言語活動を通して、言語への気
づきと言語意識を同時に高めることができる。上記したことと内発的動機
づけを高めながらWTC理論に基づき円滑なコミュニケーションを図るこ
とができるのである。最後に、動機づけを高めるための明確な解決策とし
ては、内発的動機づけと外発的動機づけをバランスよく、児童の興味関心
に応じて伸ばしていくことが重要である。さらに、より高みを目指す児童
にとっては、授業実践の際に、この二つの動機づけをスパイラル的な方法
で伸ばしていくこと、つまり、一方では、教師が児童の学習状況に応じ
て、内発的動機づけを促し、他方では、検定試験などの目的に応じて外発
的動機づけを促進させるなど、臨機応変に動機づけを児童に浸透させ、そ
の一つの授業形態として、英語でプレゼンテーションさせることにより動
機づけを授業という実践の場で試みることにより、目的がより明確にな
り、解決策の一助となりうるのである。この様に、小学校の段階から英語
に対する高い内発的および外発的動機づけを高め、着実に英語でコミュニ
ケーションを図ることのできる人材育成の重要性を痛感している。是非、
動機づけの項目を、小学校学習指導要領（外国語活動、外国語編）に補足
的にでも明記していただくことを今後も可能な限り提言していきたい。小
学校段階では、動機づけの有無が英語教育を左右するといっても過言では
ないのである。その意味において本論文は、動機づけの観点から様々な理
論を考察しながら述べてきた。その第一歩として、動機づけと英語プレゼ
ンテーションの重要性に着目し、論文として纏めたものである。
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＊ 本稿は、2019年 9月13日に開催された日本英語文化学会全国大会（中
央学院大学）で口頭発表したものに加筆修正を加えたものである。

註

1 筆者が視察した小学校は、静岡県静岡市清水区にある本学唯一の小学校である付属
翔洋小学校で、同じ敷地内に東海大学海洋学部と東海大学付属翔洋中、高等学校が
ある。

2 インタラクション活動とは、英語の授業でのコミュニケーション活動のことである。
3 TOEFL primaryとはCEFR A1未満～B1レベルの英語運用能力を測るテストで、英
語運用能力の「伸び」を測定して、次の目標を持たせることを目的とした初心者向
けのテストです。

4 英語力アップの 3つの宣言が高大連携会議にて、2016年 6月 8日提案され、 7月
26日に学校法人東海大学初等中等教育部により承認された。ここでは小学校英語
に関しての記述にとどめることとする。2019年度までに、東海大学のすべての初
等中等教育機関で、発達段階に応じた英語力を身に付ける。さらに目標値を定め、
卒業時の英語力を小学校段階では英検ジュニアGold（最高位）を90％以上達成で
きるようにするという目標が掲げられた。

5 フロー状態とは、学習者が言語活動に没頭し、動機づけと相まって、より一層高い
内発的動機づけにより学習効果が高まることである。
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日本英語文化学会会則
（The Japan Society for Culture in English）

第１条 本会は日本英語文化学会（The Japan Society for Culture in English）
と称し、事務局を担当役員の所属機関に置く。

第２条 本会はイギリス・アメリカを始めとする英語圏の文化、文学、言
語、言語教育及び関係諸分野の研究をおこない、その成果を発表
することを目的とする。

第３条　本会は第２条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
１．大会
２．研究発表会
３．機関誌の発行
４．その他必要と認められる事業

第４条　本会の会員は第２条の主旨に賛同し、年会費を納入した者とする。
会員は次の三種類とする。
１．一般会員　年会費5,000円を納めた者。
２．賛助会員　本会の主旨に賛同し、これを援助する目的をもっ

て年間10,000円以上を納めた個人、または団体。
３．学生会員　大学学部、または大学院修士課程在籍者で、年会

費2,000円を納めた者。
４．年会費を２年間未納のときは、役員会の認定により退会とみ

なすことがある。また、在外研究・留学１年以上の場合は、
その年の年会費を免除する。

第５条　本会は次の役員を置く。役員の任期は２年とし、兼任及び再任を
妨げない。役員に欠員が生じたときは補充し、前任者の残任期間
とする。
　　顧問若干名
　　会長１名　　副会長１名　　理事10名程度
　　監事長１名　監事３名程度
　　会計１名　　会計監査２名
　　編集長１名　編集委員10名程度
１．顧問は役員会で推挙し、総会で承認を得る。
２．会長は本会を代表し、会務を統括する。総会において会員が
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互選する。
３．副会長は本会の会長を補佐し、会長に事故があったときは会

長の職務を代行する。会長が推薦して総会で承認を得る。
４．理事は役員会において本会の運営について協議し、その意見

を具申する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
５．監事長は研究発表会の総合的な司会を務める。役員会で推薦

して総会で承認を得る。
６．監事は総会、研究発表会、その他の会務を執行する。役員会

で推薦して総会で承認を得る。
７．会計は本会の金銭の収支を執行し、総会において収支決算を

報告する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
８．会計監査は本会の金銭の収支を監査する。役員会で推薦して

総会で承認を得る。
９．編集長は原稿の収集、査読者への依頼をし、本会の機関誌の

発行を執行する。役員会で推薦して総会で承認を得る。
10．編集委員は本会の機関誌の原稿読み合わせをする。役員会

で推薦して総会で承認を得る。
第６条　本会は次の機関を置く。

１．事務局
２．役員会
３．編集委員会
４．総会
５．その他必要と認められる機関

第７条　総会は本会の最高議決機関であり、毎年１回会長が召集する。た
だし、会長が必要と認めたとき、臨時総会、役員会、及びその他
の会を召集することができる。

第８条　役員会は役員をもって構成し、本会の運営にあたる。
第９条　編集委員会は編集長及び編集委員を以て構成し、機関誌の発行を

執行する。
第10条　本会の会計年度は４月１日より翌年の３月31日までとする。
第11条　本会の会則の改正は総会の承認を経なければならない。
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附則
１．施行細則については別途に定める。
２．本会は昭和47年４月上毛英米文学会として発足し、昭和50年４月

１日ビビュロス同人会として改組され、平成４年７月25日ビビュ
ロス研究会と名称を変更し、さらに発展させて平成10年４月１日
より日本英語文化学会と名称を変更し設立された。

３．この会則は、平成10年４月１日より施行する。
４．この会則は、平成12年４月１日より施行する。
５．この会則は、平成14年９月７日より施行する。
６．この会則は、平成18年９月２日より施行する。
７．この会則は、平成20年９月13日より施行する。
８．この会則は、平成22年９月４日より施行する。
９．この会則は、平成26年９月12日より施行する。
10．この会則は、平成28年９月９日より施行する。

事務局
〒279-8550 千葉県浦安市明海１
　明海大学　管理研究棟1718
　中井延美研究室
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新役員一覧　任期：2019年4月1日～2021年3月31日
顧　問 高山信雄 田中保 市川仁
会　長 中井延美
副会長 渡辺宥泰
理　事 上石実加子 朝川真紀 石和田昌利 大野直美 加藤英治 

川口淑子 岸山睦 佐々木隆 清水純子 錦織裕之  
日中鎮朗 町田成男＊ 水野晶子 三幣友行 宮本正和

監事長 錦織裕之
監　事 岩崎宏之 落合真裕 須永隆広 亦部美希
会　計 三幣友行
会計監査 尾形重政 大野直美
学会誌編集長 日中鎮朗
学会誌編集委員 上石実加子 朝川真紀 大野直美　　小野雅子 (a) 川口淑子 

佐々木隆 白鳥義博 染谷昌弘　　原隆幸 本間章郎
会報編集長 清水純子
会報編集委員 松山博樹

＊2020年3月31日まで
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日本英語文化学会学会賞・新人賞内規

 平成24年12月22日制定
 平成24年12月22日施行

第１条 本内規は、日本英語文化学会（以下本学会）が、本会員のより一
層の研究・実践活動を奨励し、本学会の質的向上をはかるため、
会員の顕著な研究・実践活動等の業績に対し顕彰をおこなうため
に関わる事項を取り決めたものである。 

第２条 名称は、「日本英語文化学会学会賞」（以下「学会賞」）と「日本
英語文化学会新人賞（以下「新人賞」）とする。 
（１）学会賞

・本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般にお
いて顕著な学術貢献をした者。

・受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実
証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。

（２）新人賞
・本学会個人会員で、本学会が目指す日本英語文化全般にお
いて顕著な学術貢献をした者。

・受賞対象となる業績は、本学会が扱う研究領域に関する実
証的・理論的研究を含む学術書、論文を対象とする。

・原則として、推薦時に特段の事情のある場合を除いて、40
歳以下の者を対象とする。

・共同研究の場合も、推薦時に特段の事情のある場合を除い
て、40歳以下の者を対象とする。 

（３）各賞の受賞対象は、前年の４月１日より３月31日までに発
表されたものとする。 

第３条 学会賞・新人賞の受賞者にはその栄誉を祝し、表彰状を授与する。 
第４条 受賞対象となるものが、他学会等で受賞している場合でも、受賞

候補となることができる。 
第５条 共同研究等の場合は、学会賞・新人賞の受賞対象は本学会会員の

みとする。 
第６条 学会賞・新人賞選考のため、学会賞・新人賞選考委員会（以下「選
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考委員会」）を設置する。 
第７条 選考委員会は、本学会会長、副会長、理事（役員会が３名を推薦

する）、顧問（２名）計７名で構成される。 
（１）学会賞・新人賞候補の推薦者（自薦・他薦）は、下記送付

物と共に３月末日までに本学会事務局へ申請する。
・ 推薦書（対象者氏名、所属先名、授賞対象研究名、推薦理由、
新人賞にあっては対象者の年齢を明記）

・ 学会賞・新人賞の対象となっている学術書、論文等
（２）事務局は、推薦者から申請があった場合は各選考委員へ資

料を送付する。 
（３）選考委員長は選考委員会を開催し選考を行う。 
（４）選考委員長は役員会議で決める。
（５）選考委員は選考過程及び候補者に関する情報の守秘義務を

負う。 
（６）選考委員の任期は２年とし、兼任及び再任を妨げない。
（７）選考委員会は、受賞対象が各賞の基準に達しないと判断し

た場合は該当者無しとすることができる。
（８）選考委員会は、必要に応じて本学会会員中から学術的な意

見を聴取することができる。この場合、選考委員会は役員会
に対して聴取者の氏名、所属、専門分野等を報告しなければ
ならない。 

（９）事務局は選考委員会の決定を受け、各賞受賞者へ表彰式日
時を通知する。 

（10）表彰式は全国大会の総会において行う。 
（11）各賞の募集案内は本学会のHPに記載する。

第８条 選考委員長は、全国大会の総会において選考委員会の報告を行わ
なければならない。 

第９条 本内規の改定は役員会の議を経なければならない。 

附則 
　施行年における選考については、第２条第３項にとらわれないものとする。 
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『異文化の諸相』投稿規定（2017年３月11日改訂）

１．投稿論文について
（１）未発表のものであり、日本英語文化学会の機関誌にふさわしい

内容のものであること。ただし、すでに口頭で発表し、その旨を
明記している場合は、査読の対象となりうる。

（２）冒頭にタイトル（和英併記）とAbstract（300語以内）をつける
こと。なお、英文原稿とAbstractについてはネイティヴ・スピー
カーのチェックを受けること。また、Abstractのあとに、５個以
内のキーワード（和英併記）を記載すること。

２．応募は、日本英語文化学会に１年以上所属している会員であると同時
に、本会月例会あるいは全国大会で発表した経験があり、年会費の滞
納がない会員に限る。

３．論文は次の長さとする。
（１）和文の場合：A4の用紙。引証資料は含めず15枚以内。横書き、

１枚は40字× 25行（15,000字）。フォントはMS明朝体（11 point）
を使用。余白は上下左右30ミリ。

（２）英文の場合：A4の用紙。引証資料は含めず15枚以内。横書き、
１枚は25行。Times New Roman体を使用（11 point）。余白は上下
左右30ミリ。

４．論文は、メール本文に氏名・連絡先住所・電話番号・メールアドレス
を明記し、著者の氏名を削除した論文をWORDファイルでメールに
添付して提出すること。なお、WORDファイルについては、プロパ
ティ情報も削除すること。件名は、「異文化の諸相 投稿（氏名）」と
する。また、掲載決定の場合、氏名を明記した論文のデータをメール
に添付して提出すること。

５．書式上の注意
（１）本文から独立した引用は、和文の場合は１字、英文の場合は３

ストローク下げて書き、前後を１行ずつあける。 
（２）註および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつける。
（３）本文内の各章のタイトルと本文の間を１行あける。
（４）人名、作品名などに英文表記をつける場合は、日本語表記の後

にかっこ書きで英語表記を入れ、読点を打ったあとに生没年、出
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版年などを入れる。
（５）本文内は基本的に全角の（   ）を用いる（ただし、独立した英
文の引用文の場合は半角の (  )を用いる）。

（６）日本語のサブタイトルなどにつける「̶」は、全角のダッシュ
を二つ「̶̶」にする。

（７）本文内における英語の引用文は“  ”で囲む。
（８）引用文の著者が本文内で言及されている場合は、（特に必要のな

い限り）“英文引用文”（ページ数）で表記する。
（９）引用文の著者が本文内に言及されていない場合は“英文引用文”
（筆者名 ページ数）で表記する。

（10）ページ数を表すのにpp.はつけない。
（11）数字の表記は1-8, 12-15, 22-34, 102-05, 113-48, 1825-45, 1654-

1725のように表記する。
（12）註番号は（   ）に入れず、カンマ・ピリオド・句読点の外に上
付き文字で付す。

（13）英文引用文を一部省略する場合は、半角スペース空けたピリオ
ドを三つ打つ（例：～ Antigone . . . in the ～）。文が終わっている
場合は、ピリオドに続けて半角スペースを空けたピリオドを三つ
打つ（例：～ Antigon . . . . In the ～）。

（14）書名はイタリックで表記する。
（15）上記（１）～（14）以外の書式および引証資料の細部について
は、MLA（最新版）のスタイルに従う。英語学・言語学関係の論
文は、APA（最新版）のスタイルに従う。

６．上記５で指定された書式に従って書かれていない投稿論文は受理され
ない。

７．投稿論文の採否及び掲載時期は、匿名の査読者による審査の上、編集
委員会が決定する。採択されても、編集委員会の決定によって、書き
直しを求めることがある。

８．校正は二校までとする。校正における訂正加筆は、必ず文字上の誤り
に関するもののみとし、内容に関する訂正加筆は認めない。

９．原稿提出締切日：10月４日（厳守）
10．原稿提出先：日本英語文化学会編集委員長  
〈jsce_submission@yahoo.co.jp〉
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「会報」（NEWSLETTER）投稿規定

１．研究ノート　和文2000字、欧文800語程度
２．書評　　　　和文2000字、欧文800語程度
３．その他　　　和文2000字、欧文800語程度
４．応募締切　　10月31日
５．応募先　　　 日本英語文化学会会報編集部編集長  

〈jesse@jcom.zaq.ne.jp〉
６．応募方法　　メール（WORD形式の添付ファイル）
７．掲載の採否については編集部に一任とする。
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編集後記

『異文化の諸相』第40号をお届けいたします。
皆様のご協力とご支援のおかげで今回も無事に発行することができま

した。
言語関係が２編、文学関係が１編、計３編の論文が収載されています。

査読にご協力いただいた先生方、編集委員の先生方に心より感謝申し上げ
ます。第39号から併記されたCultures and Communicationという英誌名に
相応しく、英語文化の様々な分野での研究がますます発展することが期待
されます。
なお、この第40号からは編集長が交替いたしました。今後とも、会員
の皆様のご協力・ご支援を賜りたく、どうぞよろしくお願い申し上げま
す。

2020年 2月20日

日本英語文化学会
編集長　日中 鎮朗
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