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今年は少し肌寒い桃の節句でしたが、日増しに暖かくなってい
く今日この頃。皆様いかがお過ごしですか？

今月のTOEFLメールマガジンは、巻頭にNHK総合テレビで好評
放送中の「英語でしゃべらナイト」のチーフ・プロデューサー
へのインタビュー内容を掲載。「必見！耳より情報」では、新
年度を前にTOEFLテスト勉強に励もうという皆様へ、関連講座
を持つ全国各地の大学エクステンションセンターをご紹介して
います。九州でのTOEFL®-PBT説明会、東京のTOEFL研究セミ
ナー実施にあたり各セミナーの案内もあわせて掲載中です。さ
らに今回は、英国生まれのホームレス支援事業をアジア初で導
入したThe Big Issue Japanの編集ご担当者2名へのインタ
ビュー内容を「特設インタビュー」でご紹介しています。ご好
評頂いている「日本から発信する英語」や「留学生インタ
ビュー」もお楽しみください。

  
巻頭インタビュー

  
特設インタビュー

： NHK「英語でしゃべらナイト」チーフ・プロ
デューサー 
昨今、まさに英語が不可欠な社会になりつつある
日本。そんな中でエンターテイメントを通して楽
しく英語を紹介しているのがNHKのテレビ番組
「英語でしゃべらナイト」です。この番組のチー
フ・プロデューサーの丸山　俊一さんに、ディレ
クターとしてのご自身の経験も含め英語を楽しく
学ぶコツや番組裏話についてお話いただきまし
た。

：The Big Issues Japan 
皆さんはThe Big Issueという冊子をご存知です
か？現在、日本では主に大阪と東京で、職を失っ
たホームレスの人々によって販売されています。
イギリスで始まったホームレスへの経済的自立を
助ける活動を、アジアではじめて日本で取り入れ
たThe Big Issue Japanの水越　洋子さんと佐野　
未来さんに伺いました。

  
必見！耳より情報

  
連載：日本から発信する英語

：エクステンションセンター特集、セミナー他の
お知らせ 
全国には、在校学生以外にも地域の一般の皆様へ
学習の場を提供している大学が多くあります。今
回はその中でも特に、TOEFLテスト関連講座を開
設している各大学のエクステンションセンターや
生涯学習講座をご紹介しています。 
また、3月20日（土）に福岡で実施されるTOEFL-
PBT説明会と3月25日（木）東京で開催のTOEFL研
究セミナーのお知らせもあります。詳細はページ
にてご確認ください。 

新企画として早くも3回目を迎えたこのコラムで
は、慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパスで教鞭を
とられている鈴木佑治先生に、「ことば」として
の英語、「コミュニケーション」としての「こと
ば」についてご自身の体験談やクラスでの事例を
含めコラムとしてご紹介いただきます。

  
留学生インタビュー
現役留学生にご自身の経験をお話しいただいてい
る留学参考コーナー。今回は、長年の夢をかなえ
てカリフォルニア大学へ入学された白井　優さん
のお話です。
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NHK「英語でしゃべらナイト」チーフ・プロデューサー 
丸山 俊一（まるやま・しゅんいち）氏 

毎週月曜日午後11時15分からNHK総合テレビで放送中の「英語でしゃべらナイト」を皆
さんご覧になったことはありますか？ 

TOEFLメールマガジンでは以前、ハワイ生まれの日系4世を主人公が来日して様々な文化
の違いについて経験して成長していくNHK朝の連続テレビ小説「さくら」を取り上げま
した。今回は、「英語」をエンターテイメントの演出で親しみ楽しく学べる番組である
「英語でしゃべらナイト」のチーフ・プロデューサーである丸山　俊一さんにお話を伺
いました。番組誕生の秘話や、裏話なども含め興味ある内容を語ってくださいました。

■□■　丸山 俊一（まるやま・しゅんいち）氏　略歴　■□■
NHK番組制作局　教育番組センター　チーフ・プロデューサー 
1962年長野県松本市生まれ。 
慶應義塾大学経済学部卒業後、NHK入局。 
甲府放送局、衛星放送局、番組制作局教養番組部ディレクターなどを経て
「英語でしゃべらナイト」チーフ・プロデューサー。  
ディレクターとして、「特集　エルミタージュ美術館～女帝エカテリーナ夢
のコレクション～」「新春美術特集　モネと日本人の物語」「新装ルーヴル
美術館・まるごと大中継」「美の祭典・ヴェネツィアビエンナーレLIVE」
「これぞ西洋名画100選・一億人の夢の美術館／ルーヴル・オルセー二元ラ
イヴ」「新日曜美術館」「土曜美の朝」など美術番組を多数制作。その他
に、NHKスペシャル「英語が会社にやってきた～ビジネスマンたちの試練
～」「シリーズ・日本再建」など。

きっかけ----------

■ 番組作成の背景について教えていただけますか？

「英語でしゃべらナイト」は、2001年年末の特集番組に始まります。おかげさまで好評で、更に
2度特集を組んだ後、2003年の春から毎週の番組として定着しました。最初はディレクターを担当
していたのですが、振り返ってみると、長年の私個人の経験や思いがたまたま時代の流れとマッチ
して、こういう番組の形をとることになったのでしょうか。TVも言葉もどちらも好きな分野だった
ので、うまく組み合わせられないかが入局以来のテーマでした。まさか、今回このようなエンター
テイメントの形を取るとは思いませんでしたけれどね（笑）。 
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今にして思えば、2000年にNHKスペシャルで「英語が会社に
やってきた」という番組を企画したことがひとつのきっかけに
なっています。日産とルノーの資本提携を取材させていただい
た番組です。ゴーン氏の指揮下で改革が進む日産社内にカメラ
を据えることで、「社内英語化」を通してコミュニケーション
の本質を考えようというドキュメントです。昨日まで英語とは
縁がなかった社員が一夜にして「会議も英語」という状況に追
い込まれる、その時、社内はどうなるのか・・・。この時も
ディレクターとして現場にいたわけですが、日本人とフランス
人、母国語でない同士の英語コミュニケーションの難しさを身
にしみて痛感しました。会社にやってくるのは英語ばかりでな
く、言葉の背後にある文化=英語的思考であり、英語的論理でも
あることも実感し、文字通り言葉を通して巷で叫ばれる「グロ
ーバル・スタンダードとは何か」という命題があらためて私自
身の心にも強く刻みこまれました。

そして同時に、このシリアスなドキュメントを通してテレビ人
としてもうひとつの可能性にも気がついたわけです。つまり、
これはエンターテイメントとしても掘り下げられるテーマだなと。その頃、語学番組のデスクでも
あったので、多くの方々に英語をはじめ外国語に対する精神的な障壁を取り除き少しでも親しんで
もらえる方法、演出はないかと漠然とは考えていたのですが、この時の経験が大きなヒントになっ
たのだと思います。 

■ 個人的な経験も番組制作に影響しているということですか？

そうですね。きっかけの2つ目は、随分と以前から思っていたことが影響しています。ディレク
ターとして海外からの生中継、海外ロケを担当することが多く、フランス、イタリア、ロシアなど
へ取材に行かせていただく機会も多かったのです。海外からの生中継の際は中継車の中でいろいろ
な国のスタッフが入り乱れ、日本語、英語、フランス語、イタリア語がちゃんぽんで飛び交う環境
を何度か経験しています。この状況下では様々なハプニングが生じるわけです。つまり、両者真剣
なんですが、故に大誤解、笑う他ない極めて悲喜劇的な状況が・・・。また、美術番組の取材など
でもいろいろと考えさせられました。例えば「アート」という言葉ひとつとっても、日本人とフラ
ンス人で概念が一致するのかどうか・・・。単純に「アート」=「美術」ではないことは、みなさ
んご想像の通りです。逆に、誤解が番組に豊かさをもたらしてくれる場合もありますが・・・。い
ずれにせよ、たまたま私自身がこのような2つの文化の狭間で引き裂かれるような思いを抱えなが
ら番組を作る経験を10年程してきましたから、なんとなくこの思いが無意識の中モヤモヤと沈殿し
ていたんだと思います。 

3つ目は、NHKの番組編成の変化も、タイミングよくこの番組のテイストに合ったんじゃないで
しょうか。夜11時台は「新しい視聴者の方々を開拓していく時間」と位置づけられ、様々な新しい
テーマ、演出が歓迎される空気が生まれてきています。その枠組みの中で、上記のような経験から
何か「英語」を切り口の一つにした番組を作れないかと考えた結果です。また、「国際化」と一言
で括られてしまうこの時代を、視聴者の皆さんと共に解き明かしていけないかという実験的な精神
で「英語でしゃべらナイト」は誕生しました。

番組構成・エンターテイメント性----------

■ 番組の内容構成、枠組みはどのようなものをベースに考えていらっしゃいますか？

ベタベタの駄洒落の番組タイトル自体が全てを表しているように、「『英語でしゃべらナイト』い
けない時代」のものであればどんなものでも取材させていただこうと思いました。しかし、実はこ
のあたりが一番難しくもあります。英語は「きっかけ」ですが、また今度は「英語だけ」に囚われ
て、コミュニケーションについて考えるという本質が失われないようにしなければいけません。私
くらいの英語レベルの人にありがちなのかもしれませんが、英語だけに固執すると「英語でしゃべ



らなくては」とそれだけで身構えてしまうことがあります。つまり、「英語を話すこと」に集中し
てしまい、話の内容にまで注意・気持ちがいかなくなる状況に陥ってしまうわけですね。これを避
けるためにも､妙な無理や背伸びをしなくとも、「自分の言葉を語る」ことで楽しく異文化コミュ
ニケーションが出来るのでは？という発想を忘れないよう心がけています。ですから、番組自体も
フォーマットを作っては壊しの試行錯誤の連続です。制作側も視聴者の方々の反応をいただきなが
ら、発展途上の気持ちでいます。私自身は、この番組は積極的な実験精神の塊だと思っています。

■ 英語の「教育」というよりは、「エンターテイメント」の要素が先に来るわけですね。

そうですね。異文化コミュニケーションのエンターテイメント番組であることが第一にあります。
異文化コミュニケーションには、今の時代であれば英語、それも英語圏の人々とだけでなくアジア
との交流にも英語ですよね、という考え方です。ですから番組の中ではアメリカ人、イギリス人の
英語だけをお手本に持ってきているわけではありません。また、英語が得意な視聴者の方にとって
は、時に違和感を覚えられるような表現が出てくることもあるかもしれません。しかし、それでも
実際には、それで通じたり､むしろ自分らしさが表現できることもあるんだという情報もお伝えで
きると思います。それこそシンガポール英語のSinglish（シングリッシュ）などひとつの例です
が、インド英語があり、中国英語があり、様々な英語が存在します。これも一つの情報ですし、そ
れならば日本人も「日本英語」を生み出していってもいいのではないかという発想をこの機会に
持っていただくのも良いことではないでしょうか。

■ 日本を英語で紹介するコーナーもありますね。

わざわざ設定をしたわけではありませんが、国際化社会の中で外
国人と接するほど、実は自分自身が日本のことをよく知らないこ
とに気づく経験をされた方も多いのではないでしょうか。自分の
Identity（自分自身の独自性）を説明する必要に迫られた時に、
先ずは自分自身何者かから語り始めることになるわけですが、そ
の延長上に自分が生まれた国・日本を説明するというテーマが自
然に浮上してくると思うのです。現代は、単に「神秘的な笑顔で
沈黙する顔の見えない日本人」でいるだけでは済まされない時代
です。となると、「自己発信」するための何か語るべき言葉が必

要になりますね。その時に、ただ悪戯に大上段に振りかざしてどうこうするのではなく、先ずは
Speak Outすることから始めようというわけです。やわらかい形を取りながらも、その志の部分も
伝わればうれしいですね。 

やわらかいと言えば、ジョン・カビラさんによるナレーションも、番組を肩肘張らないものにする
ことに効果をあげていると思います。カビラさんはラジオのJ-WaveでDJをされています。無理に
構えて勉強と思わなくとも気持ちよく英語のDJが流れてきていると感じていただき、内容について
は字幕でご理解いただく方にもそれはそれで構わない、邪魔にならないという演出になっていると
思います。ですから、「さぁ、このフレーズを覚えましょう!」などといった形式にして、視聴者の
方々に「英語の勉強」という感覚が生まれてしまわぬよう注意しています。それでは本末転倒です
から。カビラさんの心地よい英語のシャワーを、とにかく楽しんでいただければいいと思うんです。

日本の英語教育について----------

■ 日本の英語教育についてはどう思われますか？

我々の言語が日本語である以上、まず日本語できちんと物を考えられることが重要であると思いま
す。その上でその思考を英語で表現する手続きを踏むと思いますので、私は文法自体はきちんと学
んだ方が良いと思います。日本人の英語受容史を研究されている東京大学の斎藤　兆史先生（番組
でも色々お世話になっています）の持論でもありますが、「きちんと文法的な基礎ができていなけ
れば、耳で聞いても入ってこない」のです。ただ、それを「文法＝つまらないもの」と思わせてし
まう部分があるならば、非常にもったいないですね。英語に限りませんが、もっと知的好奇心を
持って取り組めば、たとえ文法でも楽しめるものだと思います。この部分で「ボタンの掛け違い」
が起きているならば残念ですね。やはり、言葉と言葉の組み合わせ方の底には理論があることを学
んだ方が近道ですし、大事なことです。 



ただ、そのときの楽しみ方、誘い（いざない）方の部分で今にして思うと、もう一工夫あれば私自
身が生徒のときも嬉しかったと思います。今、私も出演者の松本和也アナウンサーと一緒に毎回の
番組で学んでいるような状況ではありますが、この歳になっても関心や興味があることは自然に
入ってきます。逆に、そうでないことは難しく感じます。ですから、「どんなことでも楽しんでも
らう」スタンスが大事であり、決して複雑なことはダメだとか、分かりやすくすればいいというだ
けの問題でもないでしょう。

逆に「初歩からきちんと完全に」と構えずに、楽しいことからできる限り接しようという心持が大
事なことではないかと考えています。小林克也さんも全く海外経験がない頃に大好きなビートルズ
を聴くことで英語力を身につけられたという話をお聞きしたことがあります。音楽が好きな方は音
楽から、映画であれば映画からなど好きな分野から入っていくのが一番大事ではないでしょうか。
好きな分野だと、何で文法的にこういう言い方をするんだろうと思った時、その「知ろうとするエ
ネルギー」が全然違います。遅まきながら今､私自身も好きな映画や音楽を楽しませていただきな
がら頑張っている最中です。

番組作成においての難点----------

■ 番組作成されていて困ることはありますか？

やはり英語レベルの設定です。エンターテイメント番組でありつつ、結果的には英語に親しんでい
ただくことを目標としていますので、常にその「さじ加減」には気を使います。あまり無理して英
語を勉強しましょう的要素が出てきすぎても困りますし、逆にある程度は「勉強」の要素もなけれ
ばいけないので、その都度、試行錯誤しながら番組を作っているというのが実状です。 

また、30分のテレビ番組という流れの中での演出の仕方にも悩みます。テレビ
の世界では、実は禁じ手を行っている番組でもあります。テレビは、どうして
も映像が勝ってしまうものです。「テレビの文法」としては、例えば英語問題
はせめて穴埋め問題、クイズ化して回答は一単語もしくは○×方式で分かりや
すくすべきだと思います。大学入試問題を取り上げた回のように長文を画面に
映した場合、視聴者が生理的にその画面を受け付けずチャンネルを変えてしまえばそれまでだから
です。長文の解答を出すだけでも5～6行の英文が出てきたら、分からない人は嫌になってしまいま
すよね。本来であれば、あのような出題の仕方はタブーですが、しかし思い切って時にはいろいろ
挑戦することも必要だと思うんです。むしろそれによって意味があることも多いと考えています。
テレビは比較的生理的に嫌われることを避けてきましたが、ある程度本質を理解していただくため
には、むしろ複雑な内容であっても時には恐れずに表現することも大事なのではないでしょうか。
勿論細心の注意を払い演出も工夫を凝らすという条件つきではありますが。この点では、些細なレ
ベルですが結果的には色々なタブーに挑戦している面も多くあります。おかげさまで番組に熱心な
ファンがいてくださっているせいか、難問や長文を扱っていても、かなり多くの方に継続してご覧
頂いているのは、非常にありがたいことです。こちら側にその「志」の部分があれば何とか観てい
ただけているのかなと感じています。

逆に、このような要素をどんどん取り込んでいかないと、おそらくテレビに明日はないでしょう
し、そこは挑戦していきたいところです。いかに多くの方に見ていただくかは、演出の問題になっ
てきます。英語を勉強しようと思われた方は黙っていても講座番組を観てくださると思うので､そ
れ以外の方にいかにきっかけを持っていただけるかになります。教育学の先生方から最大の教育的

効果を上げるのは（特に語学の場合）、言語を取得していると思わせない方がいいと聞きます。こ
の番組の場合であれば、英語ではなく違うものを勉強していたら、それがたまたま英語だったとい
う流れがいいようです。これが教育学の原理にも適っているそうです。これはいかにも人間のアマ
ノジャクな面白い性質の部分なのでしょうが、「勉強しなくちゃ」と思うと構えてしまってダメで
すね。この番組でも、効果的な誘い（いざない）方について常に工夫をしています。



■ 今後の番組はどのようになっていくのでしょうか？

おかげさまで続行します。現メンバーで2年目を迎え、新しい試みとしては海外へ出かけてい
く"AWAY"の試合をする機会も増やしていきたいです。番組当初からですが、出演者の釈さん、松
本アナには台本やカンニングペーパーは用意していませんから、ドキュメンタリーをお送りしてい
る状態です（笑）。パトリックさんのギャグも全開です。 

更に今後も英語へのイメージ改革を行っていきたいですね。世界は"Global" "International"という言
葉で表現される時、ともするとどうも「英語を話す単色の世界」があるかの如きイメージが一人歩
きしている気がします。実際はむしろ逆で、世界には多様なコミュニケーションがあることを英語
を通して知る機会にしたいですね。日本人とフランス人、またシンガポール人とドイツ人が英語で
話すケースなど色々な"Transnational"なケースが存在します。英語そのものをニュートラルな言語
であり「便利なツール」と捉える人々が増えていきながら、同時に国際化が進んでいくのが健全で
はないでしょうか。つまり、日本人が「英語」と聞いて英米の言葉を発想するのではなく、何か
「自分の意思を伝えてコミュニケーションを成立させていく道具」のひとつとして、ひとまず英語
があるという発想になるといいと思います。そこに絶対の正解を求めたり、こうでなければならな
いと思わずに挑戦していく姿勢がとても大事です。

以前ご出演いただいた元国連事務次長の明石康さんが言葉はFragileだとおっしゃ
いましたが、勿論言葉は危うく壊れやすい物であると同時に強いものでもありま
す。相手のことを慮りながらその場のCommunicationに「言葉の繊細さと強さ」
を常に感じられるセンスを共有できることが会話の愉しみではないでしょうか。
視聴者のみなさんには、この番組を通して、単に英語の楽しさに留まらず、コ
ミュニケーションの持つ醍醐味、人と人がわかりあうことの面白さと不思議さを
感じていただければ嬉しいですね。

■ どうもありがとうございました。

インタビュー日：2004年1月29日/聞き手：TOEFL事業部長　高田幸詩朗

Back to top
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*TOEFLは、エデュケーショナル・テスティング・サービス
（ETS）の登録商標です* > HOME 

エクステンションセンター・公開講座・生涯学習講座ご紹介 

このコーナーでは、TOEFL®テストに関連した講座を開講して
いる、全国の大学附属・併設のエクステンションセンター他の
ご紹介をしています。 
エクステンションセンターとは、大学の学生・職員以外の一般
の皆様にも広く門戸を開いて教育プログラムを提供している施
設です。この他、同内容を提供する大学附属、併設機関は「生
涯学習センター」や「公開講座」といった名称で多く紹介され
ています。 
特長として、主に各資格試験のための講座やその他スキルアッ
プのための講座を多く提供し、ご自身のレベル、目的に合わせ
て幅広い時間帯からお好きな講座を選べるシステムになってい
ます。

※基本的に大学の授業とは別に実施・開講されていることが多く、単位認定されません。単位認定その他
のシステムについては、各大学にお問合せください。

（地図をクリックすると、その地域にあるエクステンションセンターを確認することができます。）

　

■ 全国の大学附属・併設のエクステンションセンター一覧

学校名 TOEFL講座のある附属施設
北海道
札幌学院大学 エクステンションセンター
北星学園大学 北星オープンユニバーシティ
関東地方
上智大学 社会人講座

日本女子大学
生涯学習総合センター（集中講座／新規講
座）

学習院大学 生涯学習センター
駿河台大学 オープンカレッジ
東京国際大学 エクステンションセンター
聖学院大学 ランゲージインスティテュート
早稲田大学 オープンカレッジ早稲田校
目白大学 エクステンション講座
玉川大学 玉川大学公開講座

http://www.cieej.or.jp/
http://www.infosnow.ne.jp/SGU/EXT/index.html
http://www.open.hokusei.ac.jp/
http://www.sophia.ac.jp/J/ext.nsf/Content/top
http://lcc.jwu.ac.jp/KOUZA/jitu_kouza/jitukouza2003/an_2003_2_367.html
http://lcc.jwu.ac.jp/KOUZA/jitu_kouza/jitukouza2004/an_2004_1_428.html
http://lcc.jwu.ac.jp/KOUZA/jitu_kouza/jitukouza2004/an_2004_1_428.html
http://www.gakushuin.ac.jp/open/
http://www.surugadai.ac.jp/sogo/opencollege/kouza/index.html
http://www.tiu.ac.jp/extension/kouza/launge/index.html
http://www.seigakuin-univ.ac.jp//souken/sli.htm
http://www.waseda.ac.jp/extension/
http://www.mejiro.ac.jp/japanese/ext/contents/ext_l.html
http://www.rakuten.co.jp/tucl/


開催日時 セミナータイトル 地域 開催場所
2004年3月20日 日本語学校関係者・留学生担当者向け 福岡 アクロス福岡　会議室601
（土） TOEFL®-PBT説明会 
2004年3月25日 TOEFL®研究セミナー2004春 東京 東京ウィメンズプラザ　第1
（木） 会議室B
2004年4月16日 次世代TOEFL®対応教材デモ体験セッ 札幌 北海道経済センタービル
（金） ション 

Come&Touch 
2004年4月17日 TOEFL®研究セミナー2004春 札幌 札幌国際プラザ5F 
（土） （財団法人札幌国際プラザ共催）

2004年4月24日 TOEFL®研究セミナー2004春 名古屋 中日ビル
（土）

実践女子学園 生涯学習センター
亜細亜大学 生涯学習センター
東海・中部地方
愛知大学 エクステンションセンター
南山大学 南山エクステンション・カレッジ
近畿地方
関西大学 エクステンション・リードセンター
大阪学院大学 エクステンションセンター
桃山学院大学 エクステンションセンター

●     国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部では、各エクステンションセンターに関するご質問にはお答
えすることができません。ご不明な点等ございましたら、直接各大学までお願い申上げます。

●     各大学で上記のようなエクステンションセンターや公開講座をお持ちで、当メールマガジンでのご
紹介が可能な場合は当協議会までご連絡下さい。ホームページ上にて掲載させて頂きます。 
【連絡先】E-mail:　toefl@cieej.or.jp

TOEFL事業部主催セミナーのご案内 

2004年も春を迎え、いよいよ3月からTOEFL事業部主催のセミナーを以下の日程で開催いたし
ます。TOEFLテスト実施状況や最新情報、また英語教育者の皆様に関心を持って頂けるテーマ
を中心に展開してまいります。また今後も、新企画のセミナーを全国各地で実施していく予定
です。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしております！

■ セミナー開催スケジュール（下記のセミナーは、すべて終了いたしました。）

 

http://www.syogai.jissen.ac.jp/index.cfm/4,418,30,html
http://www.asia-u.ac.jp/%7Eshogai/
http://www.aichi-u.ac.jp/ftpup/ext01/index.html
http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/EXTENSION/
http://www.kansai-u.ac.jp/extension/top.html
http://www.osaka-gu.ac.jp/e_student/index.html
http://www.andrew.ac.jp/extension/top-page.html
mailto:toefl@cieej.or.jp


2004年3月20日（土） 日本語学校関係者・留学生担当者向けTOEFL®-PBT説明会
（福岡）

私費外国人留学生入学試験の英語科目においてTOEFL®スコアが英語能
力の判断基準として採用されはじめています。TOEFL®-PBT試験の申込
方法やスコア受理方法を中心とした説明会です。

 
2004年3月25日（木）・4月17日（土）・4月24日（土）　TOEFL®研究セミナー
2004春 
（東京・札幌・名古屋） 
2003年11月よりスタートしたTOEFL®研究セミナー。昨年は、大阪・広
島・福岡と西日本を中心に展開しました！ 2004年は東京を皮切りに、札
幌・名古屋と続きます。 

 
2004年4月16日（金）　次世代TOEFL対応教材デモ体験セッション　Come&Touch
（札幌）

当協議会オフィススペースで実施中のCome&Touchセッション（ETS開
発の教材デモ体験）が北海道初上陸です。皆様のお越しをお待ちしてお
ります。 

 
Back to top

©2004, CIEE All Rights Reserved.

▼ スタッフより一言 ▼



*TOEFLは、エデュケーショナル・テスティング・サービス
（ETS）の登録商標です* > HOME 

The Big Issue Japan 編集責任者　水越 洋子さん・編集　佐野 未来さん 
 
★The Big Issue Japan（「ビッグイシュー日本版」） のホームページはこちら 

皆さんは、「The Big Issue」という冊子をご存知でしょう
か？これは職を失ったホームレスの人々に収入を得る機会を
提供し、経済的自立を助ける目的で、1991年に英国ロンド
ンで始まり現在は約24か国、50都市･地域に広がっている事
業です。 
このシステムを日本にも導入しようと「The Big Issue Japan
（ビッグイシュー日本版）」を立ち上げたのが、編集責任者
の水越洋子さんです。2003年9月に創刊、現在は5ヶ月しか
経たないにもかかわらず大阪約80名、東京約30名のホーム

レスの方々が就労し、何と既に70,000部売り上げています。編集部の水越さん、佐野さ
んにお話を伺いました。

■ 水越洋子（みずこし・ようこ）さん　プロ
フィール ■

1954年奈良生まれ。 
地域調査計画研究所、シチズ
ンワークス(NPO)、などを経
て、2003年5月より『ビッグ
イシュー日本版』編集長。編
著書に『誰も書かなかった福
祉機器の本』（ユーダ刊）
『ごみの不思議なポジショ
ン』（公人の友社）など。

■ 佐野未来（さの・みく）さん　プロフィール 
■

1970年大阪生まれ。 
ウエスタンミシガン大学英語
学部卒業後、翻訳に携わるか
たわら、ブリタニカなどの英
語学校で英語講師として勤
務。現在、『ビッグイシュー
日本版』副編集長。

■ なぜ"The Big Issue"を日本での活動に選ばれたのですか。

「ホームレスの方々が雑誌を販売する仕事で収入を得て、経済的自立をする。」 
このビジネスの手法で社会問題の解決を目指す社会的起業に興味を引かれました。
チャリティーで仕事を与えたりサポートしたりするのではなく、ホームレスの仕事を
作って自ら働いたお金で自立してもらうという経済的自立を目指している点です。

自分で稼いだお金で物を買ったりする生活をしていくと嬉しいだけでなく、だんだん
自分に自信や誇りが持てるようになります。ホームレスの方は、物質的にギリギリの
生活をしているだけでなく、自尊心を失うという問題を抱えています。自分への自信
を取り戻すには仕事をするのが一番の近道であるような気がしたのでThe Big Issueは
うってつけだと思ったのです。

http://www.cieej.or.jp/
http://www.bigissuejapan.com/


　 
■ ホームレスの支援活動を始めるきっかけは何だったのでしょうか。水越さんがそれまで関わって
おられた「まちづくり」や「環境」の問題とは少し違うような気がします。

大阪にCitizen WorksというNPO団体があります。ここでは、同じ目標・目的を持った
市民3名以上が集まり、社会の様々な問題を研究する「市民研究講」という「講」をい
くつか開催しています。これをベースに色々な事業や「市民の新しい常識作り」を通
して、セカンド・オピニオンや多彩なアウトプットをつくり、異なる思想・文化が共
存し、複数性が保持される社会の構築に寄与することを目的としている団体です。私
はここの事務局長でしたので、すべての講に関係があり、そのうちの一つであった
「ホームレス問題研究講」に関わったことがThe Big Issue Japan発行の一番のきっか
けになりました。 

大阪はホームレスの人口が多いことで知られていますが(下記の表参照)、そのため、
シェルター（一時保護施設）や炊き出しなど、主に「衣食住」に関わるホームレス支
援をする団体が多くあります。一方で、ホームレスの失業問題もあげられますが、こ
の就労支援をする団体は皆無ではありませんが、断然少ないのが実情です。

都道府県名 男 女 不明 合計 平成13年 
調査の人数 

平成13年 
調査の人数 
（増△・

減）
東京都 6,174 187 0 6,361 5,712 649
神奈川県 1.782 37 109 1,928 2,032 △104
大阪府 4,565 104 3,088 7,757 9,462 △1,705

（出展：厚生労働省より抜粋）

ホームレスの人々が様々であるように、支援の仕方も色々あります。ニューヨークに
は星の数ほど支援団体があるといわれていますし、The Big Issue発祥の地・ロンドン
でも100を越えるホームレスのための就職支援団体があります。一方、日本では環
境、人権、福祉関連団体は多くありますが、失業問題に対応する団体は圧倒的に少な
いのです。私たちはこの「ホームレス雇用の問題」をどうにかして解決に導く手立て
はないかと思いました。
そこでホームレス研究講では、とりあえず欧米のホームレス支援団体が何をしている
のかを調べてみました。米国東海岸の事例を取り上げ、ニューヨーク州立大学の大学
院生の方が帰国する際に色々とお話を伺いました。例えば「衣食住」の「住」に関し
て言えば、住宅事情のよくないニューヨークで老朽化したホテルをNPOが買い取り、
ホームレスやアーティストの卵などの収入が少ない人々が住める住宅に変えていく団
体があります。ワシントンDCには、Central Kitchen（DCK）という「食」に関する団
体があり、レストランなどから賞味期限切れ直前の食材を仕入れてホームレスのため
の給食を作っています。この団体では食事提供だけでなく、ホームレスの職業斡旋の
一環として「ホームレスのためのシェフ養成プログラム(12週間)」も行っています。
このプログラムを終了したホームレス達は90%の割合で就職し、しかも7割程度の定着
率があるそうです。この活動を始めた方は、もともとがレストランのマネージャーで
ご自身のネットワークを利用した活動のようです。環境面では捨てられるかもしれな
い食材を有効に使い、就労の面からもホームレスの支援トレーニングを実施するとい
う本当に面白い試みですね。この仕組み自体も公開され、他で似たような活動がした
い人たちへのプログラムもつくられています。

　

■ 「ビッグイシュー日本版」立ち上げまではどのような経緯でしたか。

http://www.citizen-works.org/
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/03/h0326-5c.html


これらの支援には興味がありましたが、すぐに同じようなことはできません。研究講
では集めた事例を報告書にまとめ、今後について検討しているときに、偶然「月刊
Pen」という雑誌でホームレスの職業問題に関連してThe Big Issueの記事を目にしまし
た。Social Entrepreneur(社会的起業家)特集が大きく組まれており、その中の4行くら
いでしたが、ホームレスの職業・雇用問題に関心があったのでピンときました。2002
年8月のことです。翌9月には早々にThe Big Issueに関連する人がいる英国グラスゴー
を訪れました。"The Big Issue"がどのようなもので、どのように売られているか、紹
介する文献が全くありませんでした。それで行くしかなかったわけです。 

行ってみて感銘を受けました。まず思っていた以上に雑誌の内容が面白い。一般雑誌
と変わらないので、内容は大丈夫だと思いました。また、街頭の販売者の姿が街に溶
け込んでいることを目の当たりにしました。この仕組みを日本でも取り入れることを
目標に頑張ってみようと思いました。用意を始めたのが2002年秋、2003年5月に有限
会社を立ち上げ、同年9月11日に創刊号を発行しました。あっという間でしたね。

　
■ 「ビッグイシュー日本版」は海外の記事も多くまた日本独自の記事もありますが、どのような構
成になっていますか。

全体の3分の1を英国のThe Big Issueからの翻訳記事にしています。英国のビッグイ
シューのLondon、Scotland、the Northのあわせて3冊の雑誌を日本へ送ってもらって
いますので、そこから日本にはあまり紹介されないような記事を選んで翻訳していま
す。内容は、社会問題とエンターテイメントの両面から選び、編集構成しています。 

日本の場合、海外の社会問題は米国経由の情報が多い気がしますが、これを機に英国
経由の欧州情報もThe Big Issue Japanを通して知っていただければいいと思います。
関西では教材に使っているという外国人の英語の先生もいらっしゃいます。

■ 創刊号には、国連のアナン事務総長のメッセージが掲載されており、翌月号のアンケートでは
「面白かった記事」の上位に食い込んでいました。日本での「社会的起業」の動きに国連も応援し
ているのは嬉しい限りですね。

この記事は、国連のアナン事務総長がINSP：International Network for Street Paper と
いうホームレスの人が取り扱う路上販売の雑誌を発行する団体の国際ネットワークに
宛てたメッセージになります。The Big Issue Japan創刊にあたり、このINSPの代表で
あるメル・ヤング氏を通して提供されました。今後日本でもこのような活動が根付く
かどうか不安もありましたので、力強いメッセージだったと思います。（アナン事務
総長のメッセージはこちら）

■ イギリスと日本では社会構造が異なりますが、日本でこのシステムを導入するにあたって問題は
ありましたか。また、それを乗り越えるためにどのような努力をされたのでしょうか。

日本にはこの仕組みの前例がありませんので、全てにおいてさまざまな手順を踏んで
準備しました。現在、もめたという話や警察に苦情もありません。ただずっと苦労し
ているのは広報の問題ですね。この雑誌について知ってもらわないと、街頭にいる販
売員がただの怪しい物売りになってしまいます。幸運にもメディアに多く取り上げら
れ、音楽関係者からも声がかかるので最近はだいぶ取材もしやすくなりました。ミュ
ージシャンたちは、音撮りにロンドンなどへ出かけることが多いため、若い人の中に

           The Big Issueを知っている人が結構います。日本版第4号の矢井田瞳さんは、ビッグ
           イシュー日本版と同じ大阪生まれであることにシンパシーを持ってもらいご登場いた
           だきました。次号には白鳥まいかさんが登場しますよ。

http://www.bigissuejapan.com/whatisnew/message.html


もう一つ苦労するのは、雑誌の卸し拠点
の設置場所です。ホームレスの方には雑
誌を売った分の収益が入るシステムです
が、雑誌の補充地点を便利なところへ設
置しないと交通費に売上が消えてしまっ
ては意味がありません。100冊以上まと
めて仕入れたり持っていくことは資金的、
物質的に難しく、普通は毎日取りに来て
もらわなくてはなりません。 
更に、コミュニケーションの面があげら
れます。販売員たちは社会から距離を置
いていた人たちが多く、人とのコミュニ
ケーションを取るのが苦手なため、始め
は街頭で本を販売することを躊躇する人
が多いのです。そこで、最初の頃は学生
ボランティアにサポートで一緒について
もらい、そばで声を出したり、巡回して
販売員に声を掛けてもらうようにしてい
ました。最前線にいるホームレスの方達
のことを一番に考えていたら、広告を取
りに行くことが後回しになってしまいま
した。

しかし、日本では想像していなかった効果もありました。それは、ホームレスの人た
ちと若い人たちとの交流が生まれていることです。大阪の「ビッグイシュー日本版」
の読者は若年層に多いのですが、ギリギリの生活をしてきたホームレスの人達に、若
い人たちが人生相談を持ちかけたりしているようで、一時間くらい話し込んでしまう
こともあるそうです。嬉しい効果ですね。

■ 今後、大阪・東京だけでなく更に多くの都市へ活動拡大をお考えですか。

このような活動は、地域に支援団体がないとなかなか難しいですね。例えば、本だけ
を送って、現地のホームレスの方に売ってもらう仕組みで動くような簡単なものでは
ありませんし、これを自分の仕事だと思って定着してもらうまでには、時間がかかり
ます。大阪では創刊から既に4ヶ月が経ち販売員や街の人の反響もかなりいいです。し
かし、活動の現場近くにサポートする団体がないと現地に密着した動きができませ
ん。ですから、こちらから積極的にどうですかという働きかけはしていません。しか
し、札幌、仙台、新潟、名古屋､北九州などから資料を送って欲しいなど、大都市から
の問合せはいくつか来ています。

■ 英国のものを日本に取り入れる際には何が必要でしたか。 そこで英語はどのような役割を果た
しましたか。

英国のThe Big Issueを日本に取り入れる際に、勿論英語は必要でしたね。ただ、実は
私はあまり英語が得意ではないので、最初に日本版創刊の話を持って英国に行ったと
きには、事前に国際担当の佐野未来さんに特訓を受けました。主に使う単語を使って
シミュレーションして、現地では会話をテープに録音し帰国後、佐野さんに確認して
もらいました。これは日本版を出すにあたって契約が難しかったからというのではな
く、お互いに内容をきちんと理解しあって提携結びたかったので万全を期したわけで
す。 



インタビュー日：2004年1月19日/聞き手：TOEFL事業部長　高田幸詩朗
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　しかし、「やりたい」という思いを伝える
ことができればコミュニケーションは難しく
ないですよ。勿論英語は最低限必要でしたが、
気持ちも大切です。これがどんな分野でもう
まく行ったかどうかはわかりません。今回は、
特にInternational　PaperであるThe Big Issue
がアジアではまだ出版されていなかったこと
で興味を持ってもらえたことも味方したと思
いますが、当方の熱意はBroken Englishでも
十分伝わったと思っています。コミュニケー
ションに気持ちと抱負が重要であるとつくづ
く感じました。



*TOEFLは、エデュケーショナル・テスティング・サービス
（ETS）の登録商標です* > HOME 

第3回目：「内容」の充実がもたらす「潜在英語力の活性化」

SFCにおける鈴
木研究室の取り
組みは、こちら
からご覧いただ
けます。

　

■　外国語の授業の枠を越えたリサーチ

　英語の授業の発表は外国語の授業の枠を越えます。前
回に紹介した学生諸君もそれぞれの研究会に進み更にそ
のテーマを探究しました。自動車が好きで工業デザイン
について調べた学生の中に大西将浩君という学生がいま
した。彼は、私の言語・コミュニケーション論と称する
授業やコミュニケーション関係の研究会にも1学期在籍し
ました。SFCの研究会は幾つでも取れて、学期ごとに出た
り入ったりも出来る自由な形態をとっています。私の研
究会では、彼は「車は人間社会やその周りの自然環境と

 
コミュニケーションすべきである」という発想を持ちました。卒業後はSFCの大学院政策メディア研究科
に進み、電気自動車の開発で著名な清水浩教授のプロジェクトに入り、電気自動車を開発するプロジェク
ト・チームに参加しました。テレビなどでも紹介され、博士号を取得した後、さる研究所に籍を置き更に
研究を続けており、将来の電気自動車の開発にとって貴重な人材として成長しました。
【写真＝電気自動車KAZ】 

　また、西部ライオンズの高木大成君も私のプロジェクト英語を履修した一人です。彼のテーマは
「1970年代の六大学野球のヒーロー達」でした。1993年であったと思いますが、クラス全体が自分たち
の生まれた1970年代について調べたいということで、1970年代の特集プロジェクトを組みました。各自
の趣味・関心をもとに、あるものはスポーツ、あるものは音楽、あるものは流行語などなどを手分けして
調べたのです。 

http://www.cieej.or.jp/
http://www.yslab.sfc.keio.ac.jp/


　私は、彼はグローバル化しつつある将来のプロ野球界を背負っていく人
物であると期待しています。最近では日本人選手の本場アメリカへの進出
が続き、アメリカ野球界は世界中から名選手を集めグローバル化しつつあ
ります。 
　誰をとってもお世辞にも英語が上手であるとは言えませんが、どの作品
もオリジナリティーに溢れています。私のクラスにはよく外国人のビジ
ターが訪ねてきますが、そんな英語でもまったく気にならないとみえて、
内容が面白いのでそれに集中して本気でコメントしてくれます。私は、大
学生の発表もカジュアルでインフォーマルな発表としてとらえています。
この過程を通らなければ実際に使えるフォーマルなプレゼンテーションに
移行できません。フォーマルなプレゼンテーションが要求されるのは、社
会に出てある程度の仕事を任せられる30歳ぐらいになってからではないでしょうか。関心あるテーマで
すからずっと続けることでしょう。ずっと続ける人は、必ずそのような場に到達するはずです。今までの
英語教育は関心の芽を中学校や高等学校で潰してしまってきたのです。 
　ちなみに、私が，今までに一番感動した発表は大学生の発表ではありません。藤沢市の公立中学校に在
籍する3名の3年生が作った、映画「タイタニック」をもじった15分程度の自作自演の英語による映画で
す。大学生だけではなく、高校生も、中学生も、小学生もみな似たようなことができるのです。藤沢市の
ある公立中学校の3人の生徒が、自分たちの壊れやすい人間関係を氷山に向かって沈没しつつあるタイタ
ニック号の悲劇にたとえているものです。映像も英語も演出も脚本も全部これら3人の中学生が行いまし
た。素晴らしいメタファーです。それを見たNHK「英語であそぼ」のディレクターの方はプロとして感
動したと述べました。 
　私のSFCでの英語の授業を見た藤沢市の公立中学校の先生が、ごく普通の生徒にやってごらんと言った
ところ、この作品を作って持ってきたというのです。英語能力が人を惹きつけるのではなく、その人だけ
が持つ独特の持ち味なのです。内容だけではありません。プレゼンテーションの仕方にも独創性が現われ
るのです。内容が英語を引き上げるのであり、英語が内容を引き上げるのではありません。

　 

■　好きなことをべらべらしゃべっているのではない

　このような授業に対して批判があることも確かです。例えば、好きなことをただべらべらしゃべってい
るのではないかという批判です。私は、先生が強制的に知識を覚えさせるよりも学生が自主的にべらべら
しゃべっている方が創造力と言う点ではまさっていると思います。ただ、学生達は好きなことをべらべら
しゃべっているのではありません。かつて私が体験したアメリカの大学、大学院の授業の発表や討論と同
じ、いや、時にはまさる討論の応酬がありました。内容的にかなり深くなるのです。　 
　1学期のリサーチ（前回参照）を終え2学期になると、共通するテーマをめぐってディベートかシンポ
ジウムをしなければなりません。ここでもテーマは学生が決めます。30人の学生は話し合いながら、や
がて5、6名のグループになり、テーマを決めてリサーチをし始めます。スポーツならスポーツ、ビジネ
スならビジネスというグループ分けではなく、一見すると関連性の無いテーマをもつ人達がグループを作
ることがあります。 
　たとえば、1学期に、アカペラ・クラブに所属し音楽について調べていた学生と、ラグビー部に所属し
南アフリカのラグビーについて調べていた学生、そして、ビジネスについて調べていた学生がグループを
作り、それぞれの集めた資料からそれぞれの分野における人種差別の実態について調べ、シンポジウムを
したりしました。人間社会の本質をつくとても内容の深いもので、大変オリジナリティーに富んだもので
す。 
　旅、動物、絵画、福祉、カラオケ文化について調べていた5名の学生達は、2学期にそれぞれの分野で
のコミュニケーションの在り方について関心を持ち、コミュニケーションとは何かという命題をめぐって
4時間ものシンポジウムを開きました。別に私が強制したのではなく、教室を一晩中予約して、それぞれ
の分野で考えられるコミュニケーションの在り方について2か月調べ上げたことをまとめて、英語で熱の
こもった議論を展開しました。その一部始終は録画され私の研究室に届けられました。言語コミュニケー
ション論からみても評価できる成果です。 

　高木君は体育会野球部に所属し、同部資料室で1970年代の東京六大学
のヒーローを調べて英語でプレゼンテーションをしました。【写真＝現西
武ライオンズの高木大成　選手】



 

時間ぐらいディベートを行っています。私は、そこには居ませんでしたが、2時間以上の録画ビデオが届
けられました。なにやら外の芝生の上に机や椅子を並べて特設のディベート場を作り、議論しているので
す。 
　プレゼンテーションなどはアメリカでは昔から当たり前のように行われてきました。また最近では日本
でもあちこちでやっています。ですから、プレゼンテーションをしていること自体は一頃のようなインパ
クトはありません。要は内容です。先生がテーマを押しつけるのか、学生が「問題発見解決」の一環とし
て自主的にやるのか、またその内容が深くてオリジナリティーに富むものであるかどうかです。彼等の
ディベートは、手作りでハンズオンであり、内容も濃く、英語そのものも内容の引力に引上げられて、1
学期よりは格段に上達していることが窺えます。卒業後どんな組織で働こうと、彼らなら1週間もあれ
ば、外国の顧客に対して英語できちんとプレゼンテーションができます。
　
■　学生の発表内容が浅いのは先生の資質のせい

　そこまでやっても、ただしゃべるだけで終わっていると感じるのは、授業とか生徒の問題ではなく、私
も含めて先生の資質の問題です。先生が耐えず的確なアドバイスをすれば内容が深まります。それでも駄
目でしたら、その先生自身が探究心に欠けていて、日常の卑近の問題の中に、文化や人間性の本質に触れ
るような問題を探し出しそれを論にする資質に欠けているからです。これは、大学の先生だけではなく、
幼稚園、小学校、中学校、高等学校にもあてはまります。 
　最近、ゆとりの時間をめぐって議論が沸騰しています。以前に比べて学力が落ちるという不安を持って
いる人が多いようです。でも、その以前のやりかたが世界ではまったく通用していなかったから、ゆとり
教育という発想が生まれたのだと思います。ゆとりが駄目だと分かったから、またかつてのやり方に戻そ
うと言うのは無責任です。いくら時間を増やして算数や漢字を詰め込んでみても、その分自由に発想する
時間は少なくなります。従来の枠組みをそのままにしてゆとりを導入したらどうなるかは初めから分かっ
ていたはずです。　　　　 
　日本人に欠けているのは、自分で問題を見つけ、それを自分なりに解いてみる能力です。創造力がない
とできない知的な過程なのです。人を能力別に分けて、ある基本的なことを教え込む、こんなことは、刺
激と反応で有名な行動主義心理学者のパブロフが犬に試みたことです。確かに人間が勝手に目論んだこと
を忠実に学習することはできますが、それ以外のことはできません。 
　そうではない生き方を「ゆとり」ということばで表現していますが、ここにも問題があります。私の英
語の授業を履修している学生に「ゆとり」があるかと訊いたら、多分ないと言うでしょう。文法や語彙を
教えてそれを覚えれば一発テストで単位がもらえるとしたら、学生はそちらの方が楽だと言うに決まって
います。自分で問題を探し解決する過程に「ゆとり」などあまり関係ないように思います。学生達は耐え
ず次の段取りを自分で考えなければなりませんし、東京の町中を調査して回ったなどという話も聞きまし
た。でも、私はそうするように強制することは一度もありません。学生が自主的にやっているのです。 
　楽ではないが楽しい、そして達成感があるというのが、私の授業に対する大方の学生の評価です。それ
で既に15年もやってきましたから、あながちその場の感情で言っているのではないものと確信していま
す。先生が覚えるものからテストされるものまで全部教えてくれて、果たしてこれから何が起きるか分か
らないグローバル化した世界で子どもたちがやって行けるのでしょうか？　私は、日本で行われてきた知
識伝授型の授業では、まったく太刀打ちできないことを、自分の分野の本場であるアメリカの大学院で感
じました。 
　アメリカの野球の世界も同じです。先ほど述べたように、アメリカの野球はとっくにグローバル化して
いたのです。技術においては日本の野球はそれなりの評価はできますが、グローバルな野球経営には立ち
遅れました。ある特定のチーム中心の、政治に例えれば、いわば、薩長を中心に中央集権した明治維新的
段階であると思います。 
だから有能な人は「場」を求めてメジャーに行くのです。日本の教育界もこのままでは学生の流出が起き
るでしょう。1968年以来のメジャーリーグファンの私にはあの吸い込まれるような空間を日本の野球界
には感じません。
　

　その他、コンピュータ・ゲーム、ビジネス、アクション映画、スポーツをテーマにした学生達は、ゲー
ムとは何かをそれぞれの分野を掘り下げて調べ語りました。剣道、柔道、サッカー、バスケットボール、
アメリカンフット・ボールを調べてきた学生達は、「管理型のマネジメント」がよいのか「非管理型の自
由なマネジメント」がよいのか二手に別れてディベートをしました。これもクラスでちょこちょことやっ
たのではなく、まず、1か月ほど本格的に調査し、それから授業のない土曜日の校庭に集まり、やはり2



　とは言うものの、私は、英語の文法力・語彙力・読解力・作文能力を無視しているのではありません。
よく私は文法が嫌いなのではないかと誤解する人もいますがそれは違います。みなさんがいう文法の学術
名は「統語論」、英語ではシンタクスsyntaxと言います。私はアメリカの大学院でこれを専門的に研究し
ましたので、その知識はかなりあると自負していますし、研究としても大好きな分野です。実際、私は普
段の研究では「英語の法助動詞の意味論」の研究をしており、博士論文も含め数多くの論文著作を書いて
おります。 
　以前、訳読＝文法だと思い込んでいるある大学の数人の先生方とさるところで議論したことがあります
が、議論がつまらないので、その人たちのいう「日本語のシンタクス」を頭の中で分析しながら聞いた振
りをしていました。彼ら曰く、自分たちの教えている大学の学生は能力が欠けているから、中学の英語の
文法をまず頭に叩き込まなければ駄目だと言うのです。そしてこともあろうに英語の法助動詞のcanを例
に取り上げて、canの意味が分からなければcanは使えないから、まず、canの意味を全部リストしてそれ
を暗記させたりしているのだと言うのです。そのcanの意味を見てみたら、法助動詞の意味と名詞の缶を
指すcanやそれから派生した俗称トイレのcanまで入っているではありませんか。同音異義語がわかって
いないのです。 
　そんなことさえ知らない人たちが文法文法と言っている様は誠に滑稽です。canのリストも、回りにい
る言語分析の勉強もしたことのないネイティブに聞いたり、単に参考書や大きな辞書から抜き出してきた
だけで、自分たちで「統語論」や「意味論」を研究した結果得られたものとは思えません。もし研究して
いると言うのなら、その質はとても悪いもので、そんなものをまとめて覚えさせられている学生達が気の
毒です。そんなことを思い浮かべては、まだ若手の大学教員を見て、この人たちの将来はどうなんだろう
などとおこがましいことを想像しながら無為の時間を過ごしました。それほど昔のことではありません。
1998年であったと記憶しています。 
　さて、文法力や語彙力、発音は言語そのものの能力で、これをつけるには、実際に運用しなければいけ
ないことは既に述べました。聞き話し、読み書きはそのような能力の運用です。日本で行われている英文
和訳とか和文英訳は、運用能力と言うよりは、うまく行っても翻訳する能力がつくだけで、単に日本語に
よる英語の分析能力の学習に終わってしまいます。これが本場ではまったく通用しなかったことも既に述
べました。ましてや、上記のように英語の文法的要点を箇条書きにして覚えさせようなんて言語道断。訳
読はここでは問題外です。 
　でも、英語そのものの力をつけることを無視している訳ではありません。私たちのプログラムでは中心
に、上で述べたような発信型のプロジェクト・コースを置き、そこで自らのテーマをリサーチし討論して
発表します。そしてその周辺に、もっと英語力をつけることができるようにワークショップをたくさん置
いてその中からニーズに合った2コマを選択してもらっています。大部分が、聞き話し読み書きを通し
て、文法力、語彙力、発音のアップが計れるようになっています。また、それぞれのワークショップは、
多種多彩なコンテンツを揃えています。例えば、ＩＴ関連の資料を使うものもあれば、旅行をテーマにす
るものもあり、枚挙に暇がありません。

　

■　英語力は内容が深まるにつれてついてくる

　自分の意見が深くなればなるほど、言おうとすることに対してみずからの英語力の欠如を痛いほど自覚
するようになります。すると、自分から積極的に文法力を伸ばそうとか、語彙力をつけようという動機が
湧いてきます。その意欲に答えるために、実際に運用しながらそれらを学習できるワークショップが用意
されているのです。こうした自覚をもつ学生はワークショップにも積極的に参加して英語力をつけようと
必死になります。 
また、プロジェクトの授業でも、おびただしい資料を英語で読んだり聞いたり見たりしますし、それを英
語で話しては書くのですから、ワークショップに加えて、かなりの文法力、語彙力、発音能力、そして聞
き、読み書きの能力がつきます。実際にこれらの学生をアメリカの大学の研修に連れていきますが、自分
たちだけでかたまらずに大学のコミュニティーと溶け合い、近隣のコミュニティーとも仲良くなります。
そうすると、ますます、招いてもらいますから、さらに、英語ができるようになるのです。できるように
なるからまた呼んでもらえるというわけです。 

■　文法を無視せよではない



 

トン郊外の複数のコミュニティーなどなどです。皆、学生達の
発想の面白さ、積極的な態度、そして好奇心などを評価してく
れるのです。

【写真＝W&M（ウィリアム＆メアリー大学）にて、ポカホンタスの末裔とダンス（アパラチアンミュー
ジック）】

　

■　千葉商科大学政策情報学部の英語プログラム

　同じようなことは千葉商科大学で4年前に創設された新学部である政策情報学部でも行っています。私
は、この学部の英語のプログラムを提案させていただき、プロジェクトとワークショップを導入しまし
た。この学部にはこの学部独特の特徴と良さがあります。学部長の井関利明先生が、「書を捨て街に出で
よ」と述べました。井関先生は、私の先輩として、慶應のSFCのコンセプトを加藤寛先生とともに考えた
中心人物の一人です。 
「書を捨てよ」とは井関先生だから言えるのです。誤解してはいけません。この先生は、マーケティング
と科学思想の分野では、多くの書を読みその博識には圧倒されます。でも、誰かが書いたものをいくら読
んでも自らの考えが浮かばないことを身をもって体験してきたのです。書を全く捨てたのではありませ
ん。言われるままに書を読むだけで終わるような学問ではない、自ら森羅万象に触れ考えを見出すことに
より、必要とあらば書も読み、そして、それは自らの考えの中で批判的に再編成して新たな考えになる糧
とならなければならない、私はそう理解しました。私は、プロジェクトという空間を通して、学生に街に
出る場を提供しました。 
　ここでは、慶應のSFCとはまた違った産物が出てきました。ギネスブックに興味を持った5人の屈強の
運動部系の学生達は、100メートルダッシュ、200メートル、400メートルの世界記録の偉大さを体感し
たいのだと言い始めました。柔道部などですから速く走りたくても体が動きません。もちろんOKです。
何をしたかというと、江戸川の土手に出て、自分たちの通学用の「ママチャリ」に乗り、100メートル、
200メートル、400メートルの記録に挑戦しました。勿論、他人の迷惑にならないように事故等安全を確
保した上です。街に出ると、モラルも育ちます。 
　結果、100メートルの10秒を切る世界記録などがいかに凄いことかが分かったというのが結論です。ま
ず、自転車が空中分解するのではないかという危険を感じたと言います。その時の心理と肉体的苦痛を彼
らはビデオの録画に合わせて英語で語るのです。英語は決して上手ではありませんが、これが人に訴えな
いわけがありません。 
そこには筋肉隆々としたスポーツマンの青春があります。それを興味深そうに見る周りの人たちがいま
す。そして、笑い転げる実体験者である当事者たちの仲間意識があります。恐らく、彼らは一生語りつづ
ける体験を得たものと思います。このような実験を許す江戸川を抱えた市川という土地の懐の深さがあり
ます。この瞬間私たちの英語の授業は、教室に居ながらにして教室という空間を抜けて江戸川に広がった
のです。まさに、Action, Communication, Englishそのものです。彼らは将来、この明るさとエネルギー
で外国の人たちと自らの行動や衝動を言語と非言語で表すことでしょう。
　

私どもが始めたアメリカの夏期研修では、総計すると1000名
以上のありとあらゆるコミュニティーの人たちがボランティア
で参加してくださり、様々なプロジェクトを手伝ってくれまし
た。ネイティブ・アメリカンのグループ、アフリカ系アメリカ
人のグループ、郵便局、陸軍、野球のマイナーリーグ、多国籍
の会社、教会、アメリカ伝統舞踊のグループ、保育園、ワシン

■　英語をまったく勉強したことのない中国人留学生と日本人学生の友情

　千葉商科大学のもう一つのグループは、1年目にそれぞれが好きな音楽のジャンルを調べて発表しまし
た。2年目には20世紀後半のポピュラー音楽史をジャズ、ロック、ヒップホップそしてクラシック等な
ど、それぞれのジャンルで調べてグループ発表をしました。７人ほどのグループですが、その内の１人は
中国からの男子留学生です。彼は、中国ではほとんど英語の勉強はしたことがありません。従って、英語
はあまりどころか殆どできないのです。一方、他の授業について行くには日本語の運用能力も必要になり
ます。でも、その日本語も日本に来てからの1、2年足らずの習い始めです。ジャズに関心がありました
が、とても英語では発表できません。 



 

語で発表を終えました。 
　それでは英語の授業にならないのでは、という人もいるでしょう。でも、この留学生が何をしたのかを
よく調べてみると、彼は、ウエブサイトから英語のページをコピーして他の学生達と一生懸命読んで、そ
の英語の情報を元に日本語でペーパーを書いているのです。これ自体、英文和訳型の訳読作業の結果得ら
れるものをはるかにしのぎます。 
それ以上に、彼は英語を勉強することへの熱意が生まれたと言っていました。英語は決して充分ではあり
ませんが、誰とでも仲良く接することのできるこの留学生の人柄は、ことば以上の何かを私たちに伝えて
くれました。この学生は、英語圏に行ってもその地で友達を作り、会話をする中で英語がうまくなるだろ
うと確信しました。彼は、この授業を通して、外国語を身につけていくうえで大切なノウハウを学んだこ
とでしょう。　 
私自身も英語は学校だけではなく、友達との交流の中でも身につけていったということは既にお話したと
おりです。英単語の10個や20個を覚えることよりも、人間のもつ総合的な力を育んでいくことのほうが
いかに重要であるかを、この留学生が示してくれたような気がしたのです。俗に言うストリート・スマー
トな生き方も非常に大切なことであると思います。この学生は、中国語、日本語、そして限られた英語を
使いながら、いずれかの職場で活躍することでしょう。
　

■　音楽データから見ることばの多様性

　また、慶應大学SFCに戻ります。SFCは2000年に設立10年を迎えましたが、それを期に英語のプログラ
ムを更に刷新しました。もっと学生の自主性にまかせようということになり、英語のクラスは何時でも好
きな時に好きなだけとれるようにプログラムを再編成しました。今までは、1年生の秋学期に始め2年生
までには取り終わらせていました。個々の授業には自律性がありながら履修方法で縛ることへの疑問があ
りました。そこで全クラスをモジュラー化して、スキル・モジュラー英語とコンテンツ・モジュラー英語
に大別しました。 
　モジュラーとはモジュールの形容詞形で、一つの全体を構成する部分という意味です。ばらばらに見え
て全体としては融合性があるという発想です。学生は自分が考えた一つの目的に合う授業を自分で調べて
幾つか取ることになります。スキル・モジュラーはリサーチやプレゼンテーションなどのプロフェッショ
ナル・スキルから言語スキル等を学びます。TOEFLで500点以下の学生が履修します。全部で200以上の
クラスが設置されています。 
　500点以上の実力を備えた学生には英語で専門科目が学べるようコンテンツ・モジュラーという英語
コースを設置しました。学生は1年から4年までの間に自由にとってよいのです。2年前から始めたのです
が、設置された30ほどの授業はどれも学生が大勢集まり盛況です。 
　私は、春学期には英語の多様性を考えるEnglish Diversity（英語構造の多様性）という授業を、 秋学期
にはEnglish in Social Context（社会状況と英語）という授業を持つことになりました。2つとも言語・コ
ミュニケーション系の専門科目の授業としても認められています。英語構造の多様性の授業では、英語の
統語（文法）、語形成、音の構造がいかにスタイルによって違うか、学生達に調べさせて発表させていま
す。社会状況と英語の授業では、話者の社会的状況が英語にどのように反映されているかを調査する授業
です。 
　実は、私がアメリカの大学院で履修した「英語統語論」と「社会言語学」の授業とほぼ同じ授業なので
す。違うのは、アメリカではなく日本であること、しかも言語学専攻でない日本人の学生が履修している
こと、そして、音楽というジャンルの中からマルチメディア的データを取り学生に多様性の実態を発見さ
せていることです。 
　前回、紹介した

　すると、クラス全員が相談して、この留学生の場合、日本語で発表することの方が彼には大事ではない
かという結論になりました。そして、彼らが、この学生の日本語の面倒をみると言い出したのです。勿
論、ＯＫです。その内の一人は、自ら作詩作曲をこなしバンドも持っていました。自分の音楽論を展開
し、渡辺貞夫氏も学んだボストンのかの有名なバークレー音楽学院に誘われている学生です。自分のデモ
テープを英語で作って送ったところ、向こうの教授の目に留まったという優れた能力の持ち主です。この
学生は、この留学生のために、何度も何度も日本語の文をみてやり、その結果、この留学生は見事な日本

渡辺純子さんのブラザーズ・フォーについての発表は、彼等の歌詞をデータに取り上げ
てEnglish Diversity（英語の多様性）を論じたものです。英語の文法、語形成、発音は多様性に富み、い
かに「絶対に正しい言い回し」とか、「絶対に正しい発音」などというものが単なる幻想に過ぎないかを
実証しました。英語を含むことばが多様であるからこそ素晴らしいものであることを、自ら集めたデータ
を分析しながら体験しました。 
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います。しかも、音楽は若者文化の中心部にあり、彼らの言語にたえず変革を与えるものなのです。 
　歌うという行為はコミュニケーションの中心であったにも拘わらず、文化人類学を除くと今までの社会
科学でポピュラー音楽をまともに扱ったものはありません。ジャズ、ブルース、ロック、レゲエ、ヒップ
ホップ、モータウンあらゆる人種の交差するジャンルです。私には及びもしなかった考え方やデータが学
生達の発表の中に見られ、私の英語の意味論の研究にもかなりの刺激になります。 
　好きなことをただべらべらしゃべって終わりではありません。これでは単なる英会話です。彼らの調査
は、「統語論」、「語彙論」、「音声・音韻論」そして「社会言語学」の視点からもとても価値あるもの
と判断します。学部の学生であることで満足することなく、この中で優れた研究は外国の言語学会で発表
するように激励しています。ACEで教育について調べていた学生の一人は、イギリスで2年間日本語を教
えた経験を基に外国語教授法についてのペーパーを書き、ケンブリッジ大学での学会にアクセプトされ、
研究者に混じって発表をしてきました。これからこのような学生がどんどん続くことを願っています。初
めはカジュアル、インフォーマルな英語でも、関心を追って続けるうちにだんだんフォーマルな英語に近
づいていくのです。

　リズムゆえに文法を変形する場合もあれば、ある語を強調したいがゆえにあえて発音を崩す場合があり
ます。同じ歌手の歌でも調べてみると文法構造がまちまちです。複文で構成された歌もあれば、単文だけ
で綴られた歌もあるのです。また、マイケル・ジャクソンのように、デビュー時代にはデトロイトのアフ
リカ系アメリカ人の下層階級の英語で歌っていた人が、有名になるにつれ中産階級の白人英語になり、最
後は中和され無臭化された個人語でうたう人もいます。個人をとりあげてアイデンティティーの変化とと
もに英語が変わることを発見できます。 
　学生達の言っていることはあくまでも仮説ですが、自分が好きな音楽からデータを得て自分で調べて築
き上げた説ですから独創性に富んでいます。また、このような研究を音楽データで行うことも珍しいと思



*TOEFLは、エデュケーショナル・テスティング・サービス
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今回は中学生の頃から留学を考え始め、見事高校卒業後に留学を果た
したスポーツマン、白井優さんにお話を伺いました。

■□　略　歴　□■
2000年3
月 高校卒業（日本）

2000年8
月 Santa Monica College入学 

2002年8
月

University of California, 
Riverside編入

2004年6
月 卒業予定

大学： University of California, 
Riverside

専攻： Business Economics+ Political 
Science（ダブルメジャー）

■□　TOEFLスコアの推移　□■
2000年1月
頃 460くらい（PBT）

2000年2月
頃 520くらい（PBT)

2001年11
月 543（CBT207）

2001年12
月 557（CBT220）

-現在の学校に入学するまでについて教えてください。

中学3年生のときにシアトルでホームステイを経験
し、その頃から大学留学の意思を持ちはじめまし
た。高校の3年間で英会話学校や予備校のTOEFLテス
ト対策コースに通い、留学準備をしました。まずコ
ミュニティカレッジに入り、その後4年制大学へ編入
するというステップは最初から決めていたので、高
校3年の冬に複数のコミュニティカレッジへ入学申請
と同時にTOEFLテストを受験しました。その後
Santa Monica College (SMC)から入学許可が降り、高

校を卒業した2000年７月に渡米、翌月入学しました。SMCで一般教養を学び、2002
年8月にUniversity of California, Riverside (UCR)の3年次に編入しました。編入に
TOEFLスコアは要求されませんでした。UCRを選択した理由は、経済学部のプログラ
ムが充実しており、カリフォルニア大の中で最も多様性があり、他校に比べて学生数
が少ないため少人数授業を行っている点などです。

http://www.cieej.or.jp/


-どのような学生生活を過ごしていますか？

UCRは10あるカリフォルニア大学のキャンパスの一つで、17,000人の学生が在籍して
います。広大なキャンパスには、レクリエーションセンターや図書館のほかに果樹園
や植物園などもあり、学生がスポーツなどのクラブ活動をはじめ様々な活動に参加で
きるように施設が充実しています。校舎はメジャーごとに固まっており、不便はあり
ません。教室で教授や大学院生による公開セミナー等が行われたり、中央の広場でラ
イブなどのイベントが実施されたりもします。キャンパスの隣にあるUniversity 
Villageにはレストランや本屋、映画館などがあり、昼夜を通して多くの学生が集ま
り、活気があります。昼間の映画館では授業も行われます。

僕の生活はというと、Business EconomicsとPolitical Scienceのダブルメジャーをして
おり、今年（2004年）の6月に卒業見込みです。平日の昼間はテキストや資料をたく
さん読まなければならないため、空き時間には図書館へ行きます。夜は大学内のリー
グでサッカーなどのスポーツをしたり、サッカーの審判のアルバイトをしたりしてい
ます。住まいはアパートで、僕のほかに3人のルームメートとシェアしています。

-TOEFLテスト受験の目的と感想を教えてください。 

当初の受験目的はコミュニティカレッジに入学するためで、多くのコミュニティカ
レッジで留学生に要求していた450以上を目標としました。高校3年の冬に2回連続で
受験しました。その時のスコアは460と520ぐらいだったと思いますが、460でSMCに
入学が許可されました。その後は自分の英語力を測るために受験しました。 
リスニングセクションは集中力の持続と記憶力が必要でしたが、不得意ではありませ
んでした。でもスコアがなかなか上がらず悩みました。一方、文法はパターンを知る
ことでスコアが上がり得意になりました。リーディングセクションは集中力が必要で
すが、数をこなすことで苦手意識を克服できました。エッセイを書くTWE(Test of 
Written English)は、トピックによってはアイディアが浮かばず不得意でした。

-留学中に苦労したことや、やっておいて良かったこと、悪かったことはありますか？ 

英語で一番の苦労は、今もやはり発音・アクセントです。ネ
イティブの友人の言い方を真似ても、強弱をはっきりと付け
ないとなかなか伝わりません。別の国からの留学生など、英
語を第二言語としている人のほうが僕の英語を理解してもら
えているようです。ネイティブの人と話すときには特に発
音・アクセントを意識して話す必要があると思います。 
「こうしておけば良かった」と思うのは、もっと積極的にな
るべきだったということです。とくに最初は言葉や文化の違
いに戸惑い、性格が消極的なこともあり、いろいろなことに
挑戦できませんでした。しかし、この国では自分から積極的に動き出さないとなにも
評価されません。僕もだいぶ鍛えられました。興味があることには、勇気を出して飛
び込んでみたほうがいいと思います。 
やっておいて良かったのは教授への質問です。とくに最初は授業がほとんど理解でき
なかったので、毎回のよう教授のオフィスに行きました。そうするうちに名前を覚え
てもらえ、努力を認めてくれたり、チャンスをくれたり、テストの結果以上の成績が
もらえることがありました。課題のペーパーも判断基準が人それぞれ違うので、書く
前に何が重要なのかを教授に確認しています。



-そろそろ卒業ですが、今後の進路はどう考えていますか？ 

卒業後は日本での就職を考えており、ボストンなどで開かれる帰国予定日本人学生の
ためのキャリアフォーラムなどに参加するつもりです。海外派遣や英語を使う機会が
多く、大学で学んだ政治学、経済学を生かせる職を希望しています。長期的には、
キャリアアップや自分のスキルアップのために海外の大学院に挑戦することも視野に
入れ、いろいろな国で働きながら暮してみたいと考えています。

-これから留学される学生へのアドバイスをお願いします。

最初は留学生の少ない地方に行き、英語や都市では学べないその国の文化を徹底的に
学ぶのがいいと思います。僕がSMC在学時に住んでいたロスアンゼルス周辺は都会な
ので多種多様の文化が混在しており、日本のものも手に入りやすく便利でした。その
反面、アメリカの文化や食生活、アメリカ人の考え方を感じることはあまりありませ
んでした。UCR編入と同時にリバーサイドという地方へ移った時には、そこでの不便
さや人々の考え方の違いに慣れるのに苦労しました。僕自身、もし新しい国へ留学で
きるのであれば是非留学生の少ない地域へ行って、特有の文化を学ぶ環境にいたいと
強く思っています。

（インタビュー：TOEFL事業部　山口　学/2004年2月）
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