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Ⅳ．質疑応答セッション

質疑応答セッション【質問１】小１・父
人工知能が人間の感情を理解し、探究心や非認知能力に
ついても教育出来る時代が来ると思いますか？またそうな
った場合、教師や親が子供達に教育してあげられることは
どんな事が残されると思いますか？

【内田回答】

自分で考え判断し決定できる自律的思考力を育て
る。共有型しつけで子どもに考える余地を残す。

子どもを従順な動物にしない子育てを。

◆作家は、子どもの登山を例に次のように語る。

親が子どもをおんぶして登るのは論外。

子どもを先導したり、道を詳しく教え、一人で行か
せたり、

すべて子どもに任せたりするのではなく、

親子がいっしょに道を探しながら登るのがいい。

◆教育で重要なのは、説教や訓戒や鍛錬ではなく、
その「道行き」であり、子どもが、自分自身を奮い
立たせるその工夫だと。

鷲田清一 「折々のことば」 2020.1.11.

「子どもを従順な動物にしない」
下村 湖人『青年の思索のために』より

１．子どもに寄り添う⇔安全基地＜信頼関係＞

２．その子自身の進歩を認め誉める⇔他児と比べ
ない． ３H：ほめる・はげます・（視野を）ひろげる

３．「生き字引」のように余すところなく定義や解説、
回答を与えない。

４．「裁判官」のように「判決」をくださない

⇒禁止や命令ではなく「提案」を！

５．子ども自身が考え、判断する余地を残すこと．

⇒自律的思考力 そして 創造的想像力！

子どもの創造的想像力を育む共有型しつけ
～頭はいつも先回り・援助は後からついていけ～
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質疑応答セッション【質問２】３歳児・父
バイリンガルを目指し、現在インターナショナルプリスクールに通園させて
います。家庭では日本語、園では英語で一日を過ごしていますが、どち
らの言語も中途半端になってしまうのでは？と心配です。

英語教育開始の適切な時期について、ご教示頂ければと思います。(様
々な見解がありすぎて、どの情報に従うべきか迷っています)

【内田回答】

小学校４年生ごろからメタ言語意識や抽象的思考力が育ってきます。

CALP⇔考える力・学習言語能力の土台が読み書き能力の獲得に伴
い育まれていきます。

第二言語学習の二つの力
(Cummins,1984)

Ⅰ. BICS
Basic Interpersonal Communicative Skills

基本的対人コミュニケーション能力

⇒日常会話

Ⅱ．CALP
Cognitive Academic Language Profiency

認知的学習言語能力
⇒学習言語能力

１年 ２ ４３ ６５ ８７ ９

滞在年数

語
学
力

Ａ Ｂ

日本語力

学年相応の読解力

（Ｃｕｍｍｉｎｓ，１９８４；中島，１９９８）

日本からカナダに移住した子ども〔80名10年間追跡〕

「滞在年数」と「２言語の力（BICS＆CALP）」の推移
★「英語読解力」を見落としていた！
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１ ２ ４ ６３ ５ ９７ １０８ １１年

３－６歳

７－９歳

３歳以前

補習校生平均

１０－１２歳

学年平均に近づく度合(Cummins & Nakajima,1989)

学校文化の影響 【考える力の育ち】
入国年齢と英語読解力偏差値（と学業成績）

学業成績優秀 !
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２言語バランス説 ２言語共有説
Cummins, 1984より作成

「２言語バランス説」⇒「２言語共有説」へ
印欧語同士 〔L1〕日本語⇒L2〕英語

スイッチの切り替え＝文法

Ｌ２（英語）
表層面*

Ｌ１（日本語）
表層面*

共有面(symbolic function)

中央基底言語能力・CALP*

＊論理的に分析し,類推・比較し,まとめるといった抽象的思考力．
＋文章構造や文章の流れをつかむメタ言語能力は深層で共通

（Cummins,1984：p.143に基づき作成）

＊ L1とL2；発音,文法・語順，
読み書き（文字）は異なる．

カミンズの「２言語共有説」(「氷山説」)

CALP

質疑応答セッション【質問３】教育関係者
一人一台ＰＣの時代が来ます。書字や認知に影響大だと思い
ます。ビデオに子育てを任せないで・ゲームは2時間まで・スマ
ホを持つときには約束を、と言われる時代を経て、ＰＣと付き
合わざるを得なくなります。適度に付き合っていく必要がある
と思います。成長のためにここだけはＰＣを使わせたくない、と
思われるものがあれば考えをうかがいたい（未知のモノを考え
る、枠にはまらない自由な散歩の時間等）。

【内田回答】全く賛同いたします。

幼児期～児童期には、自発的な遊び（脳働楽習）を通して五
官を働かせる体験を豊富にさせたい。

領域による；中学の物理「滑車問題」や数学「相似形」などPC
を活用して成功している例がある（愛知教育大学附属中学な
ど）

質疑応答セッション【質問３】回答つづき
【内田回答】視力が心配。〔NHKスペシャル『超近視時代』
2021・１・12〕

「視力低下」；幼児期にipadやスマホを使い続けると１年生で
視力０．７未満（メガネで矯正しても黒板の字が読めない）⇒
成績低下、LEDが大脳辺縁系（海馬や扁桃体）の働きを阻害
する。記憶障害や不安や鬱症状などを引き起こす。

「眼軸近視」の割合 ５５％に達する

一般に20歳～25歳まで眼軸は24ミリ前後に落ち着く
①近業（連続20分以上、１日２時間）で眼軸が延長する

②メガネが合わないので眼性疲労

③人間は観察学習（眼からの情報は86％）が中心なので、視力低下に
より認知症に罹患、鬱や不安などメンタル面の問題が起こる。

〔対策〕20分近業したら20秒間6メートル先を見る
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質疑応答セッション【質問４】 9歳・母＆【質問5】9歳・父

軽度学習障害傾向のある児童がイマージョン教育を受ける場合のメリッ
トデメリットを知りたいです。またどのような点をどのように家庭でフォロー
するのが望ましいでしょうか。

【内田回答】
軽度学習障害？多くは、教育の中身がお子さんの興味関心に適合して

いないことから落ち着いて学習に取り組めないのです。

〔提案〕習熟度別クラス編成で、子どもの発達過程や発達状況にあわせ
て、プレイフル・アクティブ・ラーニング（脳働楽習）で外国語を楽しめ
るなら自信もつきます。集中力も高まります。

子どもの個人差・個性を大事に教育する場をつくれれば子どもは

楽しみながら自分の世界を広げていけます。

⇒「気分一致効果」

叱られながらやった勉強は身につかない

a.大脳辺縁系（扁桃体と海馬）：4歳頃

b.前頭連合野のワーキングメモリー：5歳後半

☓扁桃体で緊張・不快を感じると

⇒海馬で失敗例が蘇り他のことを考えられなくなる

⇒冷や汗が出たり頭が真っ白になる

○扁桃体が快（面白い・楽しい）を感じると

⇒ワーキングメモリーに情報伝達物質が送られ海馬を活性
化し、情報を記憶貯蔵庫にどんどん蓄えることができる

⇒「好きこそものの上手」⇒自尊心⇒意欲や探究心

質疑応答セッション【質問5】9歳・父

母国語と第二言語を習得する適切(最適)な時期や学習量について。

【内田回答】
私は３歳11ヶ月から15歳まで11年半の間，旧西ドイ
ツのハンブルグ市ですごしたいわゆる帰国子女です．滞
在中，言語習得に関しては“自然放置”の状態におか
れ，週５日の現地の学校と週１日の日本語補習校とい
う生活を送りましたが，とうとう１度もドイツ語を自由に
使えたことはなく，高学年になるほどにその不自由さは
増しました．おしまいには かなり参ってしまい，帰国する
ことになった時にほっとして逃げ帰るという気持ちでし
た。今度「言語獲得の臨界期」という理論を知って，

振り返ってみると，その都度小さな“臨界期”があったの
ではないか，そして私はそれをクリアし損なったのではな
いだろうかという考えが生まれたのです。

K.Y. 心理４年（内田，1999）

「私はバイリンガルになれなかった」
〔現地に11年半いてもドイツ語は自由には使えない〕
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１年 ２ ４３ ６５ ８７ ９
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語
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Ａ Ｂ

日本語力

学年相応の読解力

（Ｃｕｍｍｉｎｓ，１９８４；中島，１９９８）

日本からカナダに移住した子ども〔80名10年間追跡〕

「滞在年数」と「２言語の力」の推移
★「英語読解力」を見落としていた！
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補習校生平均

１０－１２歳

学年平均に近づく度合(Cummins & Nakajima,1989)

学校文化の影響 【考える力の育ち】
入国年齢と英語読解力偏差値（と学業成績）

学業成績優秀 !

長男；小学校3年を終えて9歳～11歳

小学校6年で戻った。

すぐに日本語での授業についていけた。

英語も保持していて中学では発音がよいと誉められた。
⇒英語・数学が得意⇒米国の大学（UC Berkeley）に進
学.⇒現在,米国系IT企業で活躍.

長女；2歳～4歳.

帰国時すっかり日本語を忘れてしまった.

小学校では英語を忘れてしまった；F「抜けた.学業成績中下」

現在アルゼンチンの高校に留学中.F「日本や米国の大学？」

英語・日本語・スペイン語いずれもスイッチに苦労している

海外へ語学留学させた事例；
母親と3年間ニュージーランドに居住した兄と妹

２言語バランス説 ２言語共有説
Cummins, 1984より作成

「２言語バランス説」⇒「２言語共有説」へ
印欧語同士 〔L1〕日本語ー〔L2〕英語
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Ｌ２（英語）
表層面*

Ｌ１（日本語）
表層面*

共有面(symbolic function)

中央基底言語能力・CALP*

＊論理的に分析し,類推・比較し,まとめるといった抽象的思考力．
＋文章構造や文章の流れをつかむメタ言語能力は深層で共通

（Cummins,1984：p.143に基づき作成）

＊ L1とL2；発音,文法・語順，
読み書き（文字）は異なる．

カミンズの「２言語共有説」(「氷山説」)

CALP

小学校英語必修化の議論で

見落とされていること

Ⅰ-１．幻想

英語漬け→“日本語能力が低下しない”？

Ⅰ‐２．危惧 週に１，２時間で何ができる？
自宅学習や英会話塾を含めなければ、英語に

ふれるのはせいぜい４日／365日 ｃｆ.,母語＝３万時間（18週
～）

Ⅱ．小学校は母語の土台を固める時期
(a)学校で与えるべき英語力 ｖｓ．（ｂ）優秀な国際人のもつべき英語力

（１）中学～；「型」（文法・読解・素読・暗誦）の訓練⇔(a)
（２）優秀な国際人育成⇔(b)高度な自主学習（研修制度や語学施設）

外国語教育は技術教育

★裏づけのない漠然とした学習動機で始めれば
ちょっとした困難で挫折→英語嫌い

「裾野効果」か「排除効果」か（鈴木孝夫,2006）

★韓国や中国の轍を踏むな！（渡邉寛治,2006）

９７年に「言語学習」として導入、現在反省期

「英語嫌い」と「塾通い」を生んでしまった！

ALTではなく韓国人が研修を受けて専科の教師に。

反復練習や単語の入れ替え練習中心→飽きる！

「言語の習得に目標を置いてしまうと、落ちこぼれ
を生んでしまう」→塾へ行かせる；悪循環！

１

長期的視点に立つことばのカリキュラム

胎児期・乳幼児期～児童期までは母語の土台をしっかり築く

（1）小学校では
国語、算数、科学教育に力を注ぐべき

（２）中・高・大（＋大人）という長期的視点に立ち
学習者のニーズにあわせた英語教育が
持続的に提供できるシステムをつくる．

★ヒヤリング，産出，読解，文法，語彙，作文，
言語の文化的背景と歴史などを含む

総合的にバランスのとれたカリキュラム
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ことばというものは背景に文化を持っています．
（中略）

幼児期に出会う文化と小学校で出会う文化とは
違います．

思春期以降に出会う文化はさらに違ったもので
す．

そのことが言語の最終的習熟度に何らかの影響
を与えるのではないでしょうか．

（Ｔ．Ｙ．心理４年 内田，１９９９）

ことばの背景には文化がある
私の小さな手遅れは，注ぎ込まれる内容に見合う器の用意が

いつも少しずつ遅れてしまったことにあります．韻を踏む詩

などひとつも作れなかったし，冠詞の性や格変化などはどの

ようにして身につけるか分からずじまい，ギムナジウム(５年

生～13年生)では基礎のなさがひびいて，さまざまな文体やレ

トリックを学んでも，さっぱり使いこなせない．そういった遅

れを取り戻すには，やはりたくさんのことばに触れて，コツコ

ツと基礎を固めていくよりないのだと思います．時間が足りな

ければ要所だけつまむか，裾野を省くかにならざるを得ないわ

けで，早期に言語環境に身を置くほど最終的習熟度が高い

というのは，言語を習得するというのは文化を受け継ぐことと

ほとんど同意義であることを反映してのことでもあるという気が

するのです． （K.Y.心理４年）

言語の習得は文化を受け継ぐことと同義

◆第２言語をよりよく習得するというのは，どれだけその言語の文化
に真剣に向き合うかで決まるように思います．また，現地の学校に
長くいる子どもの方が，日本語補習校で作る文集の作文がうまい
(文章力があり，内容がいい)という現象がありました．

◆それは言語能力というものが，単に○○語の熟達ということだけで
なく，文化を継承する努力によって自己の内面を耕すという，人間
に共通な性質をもっていて，第２言語と格闘している子どもの方が，
そういう能力が高いのだという気がしています．

◆だからといって，日本で第２言語を早期に教えるべきだというの

では決してありません．そうではなく，日本でなされている日本語

教育がいささか頼りないと思うのです．帰国後に受けた中学，

高校の授業では，自分自身の変革を迫られたり中身をしぼり

出させられたりするような体験には不幸にして出会えませんでした．

K.Y. 心理４年（内田，1999）

自己の内面を耕すことばの教育

Ａ

C B

生活・遊び
「一次的ことば」

学習活動
「二次的ことば」

Ｌiteracy

認知能力の必要度が低い

認知能力の必要度が高い

文脈依存度
が低い

文脈依存度
が高い

認知能力の必要度および文脈依存度から見た伝達（
Cummins, 1984を改変； 内田，2004）

Multi-literacy
「三次的ことば」

第Ⅲの軸メタ言語能力
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公立小学校で「国際理解教育」
＝“英語を教える”というニュース

★“英語は幼いころから教えた方がよい”という
素朴信念に文部科学省がお墨付きを与えた.

→英語早期教育に抵抗がなくなっただけ．

（市川，２００４）

「ことばの科学」
脳科学・認知学習論の知見を

踏まえた検討と冷静な議論を！

どうやったら「早ければ早い方がよい」
という素朴信念を変えられるか？

１．母語を知る⇔メタ言語意識

２．他国の文化を知る

⇔母国の文化を知る

３．Open-mindedness

「地球市民意識」

⇔ 人類の共生→協生へ

日本の小学校で第二言語としての
英語を学習することの意味と意義

日本の学力低下問題
OECD 「PISA チーム力調査」（15歳）

2017年9月21日

チームの一員として他人と協力して問題を解決する力
〔目標をチームで達成する・ルールに従う・共通理解を点
検し修正する・約束を守る・各個人の視点や能力を活
かしながら調整をすすめる、、、、など〕

※ 参加した世界52カ国・地域の中で日本は2位．
OECD加盟国ではトップ！ ⇒どう解釈すか？

「協力し問題解決する力」日本2位

耳塚寛明教授（教育社会学者）のコメント
「協同問題解決の考え方；OECDでは『異質の他者が分業する』だが，
日本では『同質な他者が一致団結する』を意味する。日本の得点が高
いのは学校で集団作業や、対話的な授業を進めてきたためだろう．多
様な人々が協力する場面では日本の弱点が露呈する可能性がある．」

（朝日・2017.11.22.）

(1)1989年以降初等中等教育の英語教育においては読解重視か
ら実用重視への転換が図られてきた結果、英語でのコミュニ
ケーション能力の育成が主流となっている。

(2)世界中で英語を非母語として話す人は母語として話す人の約
2倍なのに、母語話者の話す英語だけを「正しい」英語として
教えるのが「実用的」なのか？

(3)日本国内で英語を話す需要は殆どないのに、「コミュニケー
ション」を最優先することが「実用的」なのか？

(4)実用重視への転換とともに導入された「英語のよる英語の授
業」には問題が大きい。

(5)英語のインプットが少なく、母語からの影響も避けられない
状況で、限られた時間と空間の中で英語を使ってみても「英
会話ごっこ」に終わってしまう恐れはないか？

初等中等教育における英語教育の課題
～ことばに対する能動的態度を育てるには？～
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(6)実際のことばの使用では、母語であれ、非母語であれ、こと
ばの仕組みの中に組み込まれた分類や捉え方を理解しつつ、
ことばを発する際の聞き手や周囲の状況に瞬時に対応するこ
とが求められる。こうした能力は、ことばに対する能動的態
度があって初めて身につくもので、単語や構文をただ覚えさ
せるのは、時間と労力の浪費になりかねない。

(7)ことばへの能動的態度は、英語の習得に役立つだけではない。
多くの児童・生徒の母語である日本語の仕組みや働きに気づ
かせるためにも役立つ。

(8)さらにそこから、日本語を母語としない人々が日本で直面す
る言語的困難さへの共感の芽生えさえも期待できる。

初等中等教育における英語教育
～ことばに対する能動的態度を育てるには？～

ことばに対する能動的態度を育てるには？
一人ひとりの子どもの視点に立って

その人たちの成長に，

いくら私たち大人がコスト

をかけたとしても、その人

たちの成長によってもたら

される私達の文化・社会へ

の賜（ギフト）は，コストを

帳消しにしても余りあるも

のであるに違いない。

子どもは文化・社会の「宝」！

教育⇔共育⇔協育へ

交流と互恵！
即効性よりも底力
母語の土台をしっ
かり築く！

１．内田伸子（1999）「第2言語習得における成熟的制約～子どもの英語習得の過
程」 桐谷滋編『ことばの獲得』ミネルヴァ書房pp195-228.

２．内田伸子（2007）「小学校1年からの英語教育はいらない～幼児期から児童期
のことばの教育のカリキュラム」大津由紀雄編著『小学校での英語教育は必要な
い！』慶應義塾大学出版会,pp.100-138

３．佐藤学・内田伸子・大津由紀雄（2011）『ことばの学び、英語の学び」ラボ教育セ
ンター．

４．鳥飼玖美子・刈谷夏子・刈谷剛彦（2019）『ことばの教
育を問い直すー国語・英語の現在と未来』ちくま新書.

５．鳥飼玖美子（2020)『子どもの英語にどう向き合うか』
NHK出版新書．

６．今井むつみ（2021）『英語独習法』岩波新書．

楽してではなく合理的に楽しみながら英語の達人になろう！
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