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七夕の日、皆さんはどんな願いをかけましたか？そろそろ7月
も半ば、暑い真夏が近づいてきました。

7月のメールマガジンは、冒頭に、来年9月に導入予定の次世代
TOEFLプラクティステストについてiBT探検隊で紹介している
のをはじめ、必見！耳寄り情報では8月30日に実施される
「TOEFL教育者セミナー」の詳細、TOEFL理事の廣田和子氏の
活動報告と、毎年秋に日米教育委員会が実施しているアメリカ
留学相談会の日程をお伝えしています。 
また、先月全国に先駆けて沖縄で実施されたCIEEスタッフによ
る次世代TOEFL説明会と、2003年よりシリーズ化されている
TOEFL研究セミナーの実施報告を掲載しています。 
毎回ご好評の日本から発信する英語と言葉の玉手箱の2本のコ
ラムも掲載中です。 
今月もどうぞお楽しみください。

  
iBT探検隊

  
日本から発信する英語

：iBT Practice Test開始！ 
2005年9月より導入が予定されている次世代
TOEFLのプラクティス版がETSのWeb上よりご利
用いただけるようになりました。iBTとは一体どの
ようなテストになるのでしょうか。

：第7回　バイリンガリズム、マルチリンガリズム 
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの鈴木佑治先生
によることばに焦点をあてたコラムです。7回目は
バイリンガリズムとマルチリンガリズムについて
ご自身の経験も含めお話いただきました。

  
必見！耳より情報

  
言葉の玉手箱

：TOEFL教育者セミナーのお知らせ（8月実施）ほ
か 
毎年夏に実施し好評を博しているTOEFL教育者セ
ミナーが本年は高等学校の英語教育に焦点をあ
て、8月30日に実施されます。この他、米国の
TOEFL理事会理事の廣田和子氏の活動報告と日米
教育委員会が全国各地で実施するアメリカ留学相
談会の日程をお伝えしています。

：第13回　Personal Questionsは程ほどに 
毎回ご好評をいただいているこのコーナーでは、
ETS公認コンサルタントの川手 ミヤジェイェフス
カ 恩先生が、異文化間コミュニケーションにおけ
る言葉の使い方の重要性に焦点をあて、興味深く
解説してくださいます。言葉の世界の面白さをお
楽しみください。 

  
活動報告

：TOEFL研究セミナー（沖縄）実施報告ほか 
全国各地で実施しているTOEFL研究セミナーが沖
縄に初上陸しました。あわせて日本で一番最初の
CIEEスタッフによる次世代TOEFL説明会も行われ
た沖縄での活動報告をはじめ、毎年CIEEが参加し
ている米国のConferenceへの参加報告も掲載中で
す。
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第3回：iBT Practice Test開始！

2005年9月に導入が予定されている次世代TOEFLテスト（iBT）。そのまだまだ分からな
いことだらけのiBTを探検するこのコーナーも今回で3回目。今回は、Reading Sectionと
Listening Sectionの新しいタイプの問題を紹介する予定でしたが、インターネット上で
iBTのプラクティスバージョン、"Next Generation TOEFL Practice Test"が開始されたた
め、予定を変更してその内容に迫ります。
●第1回：iBTってなに？⇒こちら
●第2回：TASTとは？⇒こちら

 
★Next Generation TOEFL Practice Test概要★ 

http://toeflpractice.ets.org/ 
料金：US$20

*Speaking Sectionのサンプル問題・サンプル解答は無料でご覧い
ただけます。
*iBT Practice Testのスコアを公式なTOEFLスコアとして使うこと
はできません。
Reading Section, Listening Section, Writing Sectionを体験し、終了
後はScore Reportでスコアやフィードバックを確認できます。

　

■ Step1：　登録・購入編

TAST同様、TOEFL Practice Onlineでも登録手続きが必要です。 

file:///Z|/toefl/mailmagazine/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/mm27/ibt.html
file:///Z|/toefl/mailmagazine/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/mm28/ibt.html
http://toeflpractice.ets.org/
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1. TOEFL Practice Online ログインページ
Eメールアドレスを入力し、[Submit]をクリックします。

2. Welcome New Member
[Purchase TOEFL Practice Online]に進み、クレジットカード（Visa、Master、
AmericanExpress、Discover、JCB）で購入します。

ページトップへ

■ Step2：　カスタマイズ編

iBT Practice Testではカスタマイズができるようになっているので、カスタマイズ内容を決定します。カ
スタマイズが終了するとテストが開始されるので、メモ用の紙と筆記用具も準備しておきます。

Do not customize my test
制限時間付きのモードで（時間表示を隠すことも可）、より実際のiBTに近い形で
テストを体験することができます。（このモードで制限時間内に解答し終わらな
かった場合でも、引き続き残りの問題を解くことができます。）

Customize my test
制限時間のないモードで、文章中の文に色を付けたり、問題ごとに正誤の確認を可
能にする機能をお好みでお選びいただけます。

ページトップへ

■ Step3：　体験編

Reading Section（スコア：0～30）
　 Reading Sectionには3つの文章が含まれます。各文章にはいくつかの設問が用意さ

れています。コンピュータ版TOEFL（TOEFL-CBT)でおなじみの選択肢から正解を選
ぶ問題や、文脈に沿うように文章を挿入する問題に加え、複数ある選択肢を二つの
カテゴリーに分けるSchematic Tableと呼ばれる問題や、選択肢の中からパッセージ
に含まれる要旨を複数選び出すProse Summaryと呼ばれる問題も出題されます。

http://toeflpractice.ets.org/


Listening Comprehension Section（スコア：0～30）
　 Listening Secｔionでは6つのレクチャーまたは会話が含まれます。それぞれにいく

つかの設問が用意されています。レクチャーや会話の一部が再度再生されその意味
を問われる設問や、5つの選択肢から3つあてはまるものを選択する設問もありま
す。

Writing Section

　 Writing Sectionには2つの問題が含まれます。1問目はReading/Listening/Writingと
いう、パッセージを読み、レクチャーを聴いたうえでその内容に関してエッセイを
書く問題。2問目はTOEFL-CBTのライティングセクションでおなじみの、身近な事
柄に関して自分の経験や知識をもとにエッセイを書く問題です。

Speaking Section
　 Speaking Sectionではサンプル問題とサンプル解答を見ることができます。iBTの

Speaking Sectionの練習もしたい場合には、TAST（TOEFL Academic Speaking 
Test：別料金$30+電話代）を購入する必要があります。 
TASTに関しては前回のiBT探検隊をご覧下さい。

ページトップへ



■ Step4：　スコアレポート編

iBT Practice Testは自動採点の為、テスト終了後すぐに3セクションのスコアを見ることができます。
Score Reportは自分のページからアクセスすることができ、各セクションのスコアを表示するだけでな
く、様々な復習用機能を装備しています。

Summary Analysis
Reading Section、Listening Sectionの正答数、正答率、スケール換算後のスコア、推測での
解答率、推測での正答率などが一覧で示されます。 
Writing Sectionでは2つの問題のE-rater®による自動採点のスコアが表示されます。

Feedback Analysis

Feedback AnalysisではReading SectionとListening SectionのStreiBThsとWeaknessesの分析
やWriting Sectionのエッセイごとの分析が表示されます。

レビュー機能

　
Score Reportの画面から全ての設問・問題にアクセスし、自分の解答と正解を見ることがで
きます。レビュー時、画面上部にはボックスが表示され、推測で答えた問題にチェックを
入れるとSummary Analysisの推測での解答率や正答率に反映されます。

　 　
Score-Diagnosis機能

　

レビュー時に、間違った問題でのみ表示されるプルダウンメニューから"I missed this 
question because…"のあとに続く文章を選択することにより、Score ReportにAnalysis of 
Test Taking Errorsが表示され、間違いの原因の傾向を自ら把握することが出来ます。 
※Analysis of Test Taking Errorsは、テスト終了後には表示されません。

file:///Z|/toefl/mailmagazine/%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/mm28/ibt.html
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***　詳しくは、ETSのWebサイトをご覧下さい　***

　TASTに関する情報
 

http://www.ets.org/tast/index.html
・ サンプル問題やサンプル解答もご覧いただけます。

 
　iBTに関する情報
 

http://www.ets.org/toefl/nextgen/
・ iBT Practice Testを体験できます（有料）。
・ iBTのツアーやサンプル問題もご覧いただけます。

 
　ETS公式Webサイト
 

http://www.ets.org/toefl/
※ 大学をはじめとした教育機関の方々のコンタクト先（米国）
　 Email：toeflnews@ets.org



Back to top
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　その他、関連教育支援ツールに関する情報
 

Criterion、LanguEdge™についてのお問い合わせは、国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部
　TOEFL事業部まで

http://www.cieej.or.jp
Email：toefl@cieej.or.jp

※次回の【iBT探検隊】は、iBTのスコアについてレポートします。

http://www.ets.org/tast/index.html
http://www.ets.org/toefl/nextgen/
http://www.ets.org/toefl/
mailto:toeflnews@ets.org
file:///Z|/toefl/toefl/scoreuser/elt/Criterion/index.html
file:///Z|/toefl/toefl/scoreuser/elt/LanguEdge/index.html
http://www.cieej.or.jp/
mailto:toefl@cieej.or.jp
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TOEFL教育者セミナーのお知らせ（8月実施）ほか

■　「TOEFL教育者セミナー2004」実施のお知らせ（こちらのセミナーは、すでに終了しました。）

当事業部では、8月30日（月）に「高等学校における英語教育とTOEFL－特色ある指導方法とその成果」
と題しまして、英語教育関係者を対象としたセミナーを開催いたします。高等学校において先進的な指導
を行っている英語科の先生方を講師にお招きし、その指導方法について発表していただきます。

開催日時： 2004年8月30日（月）　14:00～17:00
会場： 東京ウィメンズプラザ

地図はこちら

テーマ：
「高等学校における英語教育とTOEFLテスト－特色ある指導方法と
その成果」

 
◆　発表者および発表内容　◆
市原中央高等学校　英語コース主任　木嶋　勇一　氏

・ 高等学校における英語教育とTOEFLテストについて
・ 「4技能の習得」と「英語圏の文化、習慣などについての十分な知識の習得」

を指導の柱とした授業内容と、その成果としての生徒のTOEFL-ITPスコアや
大学合格実績について

慶應義塾湘南藤沢高等部　主事　田邊　巧　氏

・ TOEFL-ITP利用の理由・成果やスコアの利用方法、学習者側の感想や意見に
ついて

智辯学園和歌山高等学校　教諭　レベッカ・ベンワ　氏

・ 大学入試においてますます重要になる自由英作文を中心とした指導方法と、
オンライン指導ツール「Criterion」導入の成果について

※千葉英和高等学校の渡辺正氏の発表は、都合によりキャンセルとなりました。

http://www.cieej.or.jp/
http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/contents/map.html
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■　米国TOEFL理事会理事　廣田和子氏　広島工業大学附属広島高等学校で講演 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～「海外大学進学　世界で活躍できる人材育
成」をテーマに～ 
米国TOEFL理事会　理事　廣田和子氏（ネバダ・カリフォルニア大学国際教育機構Japan（NIC）代表、
財団法人国際教育協会常務理事）が6月4日、広島工業大学附属中学校・広島高等学校（広島県広島市）
にて、中学校・高等学校の教員約60名を対象に「海外大学進学」をテーマに2時間の講演を行った。これ
は学校側より海外大学進学を生徒の進路選択の一つとして確立する為に、各教員が海外大学進学に関する
情報を共有し理解する必要があるという要望の上で行なわれたもの。 

講演は間もなく訪れる日本の大学への全入時代、社会の求める"出
る杭"の人材育成の必要性、"個"を生かした人間力、英語教育の必
要性についての内容が語られた。またアメリカとイギリスの教育
システムの違い、カウンセリングを通じて自分を表現する大切
さ、"気遣いや思いやりを大切にする精神文化"で象徴される日本
と、"個の尊重の文化"が中心の欧米との違いを挙げ、日本人とし
てのアイデンティティを確立しつつ、外国の文化を学ぶ姿勢を、
これから日本人は身につけなくてはならないと熱く説明した。聞
いている教員も時間を忘れ、懸命にメモを取る姿があちこち見ら
れ、講演中に廣田氏からの質問が投げかけられると、生徒のよう
に一生懸命答えていたのが印象的だった。

講演の最後には、自らカウンセリングを受け持ち、成功した生徒の例をあげ、"どんな夢でも必ず叶いま
す。しかし、その為には責任を背負い、やりきる事が大切です。"と力強いメッセージを届け、質疑応答
の時間には、「実は私もずっと留学に興味がありました」、「英語をぜひ学びなおしたい」と感激するコ
メントもあれば、「クラスの中に留学希望の生徒がいるがどのように接したらよいか」とアドバイスを求
める質問もあるなど、当初の講演時間を30分も延長する活気溢れた内容となった。

今回の講演会を主催した角島教頭先生からは「今回の講演会は、
私達がこれからの進路指導を再確認するためのきっかけになるこ
とを狙ったわけですが、とても刺激の多い内容になりました。こ
れからは海外大学も進路先の一つとして自然に生徒へ話すことが
出来ると思います。自身がもう一度学習をしたいと感じる教員も
現れたようですし、とても有意義な時間を得る事が出来まし
た。」とこれからの進路指導に意欲を見せた。

【©コミュニケーションハウス】



ページトップへ

■　アメリカ留学相談会開催のお知らせ（主催：日米教育委員会）

毎年秋に全国各地で 実施されるアメリカ留学相談会ですが、本年も開催が決定しましたのでお知らせし
ます。この相談会では、

1. 教育機関で留学関連をご担当されている皆様を対象とした説明会
2. アメリカ留学希望者を対象とした大学・大学院留学説明会・個人相談

が行われます。（要事前予約）  
このなかで当協議会もTOEFLテストに関する説明会をあわせて実施します。詳細が決定次第、日米教育委
員会のホームページでご案内します。また、CIEEホームページ、次号TOEFLメールマガジンでもお知らせ
する予定です。

1.　教育機関で留学関連をご担当されている皆様を対象とした説明会
◆◇　プログラム内容　◇◆
1.　アメリカ留学最新事情、アメリカ留学に関する情報提供の方法と相談の
受け方 
2.　TOEFL受験の準備と方法（国際教育交換協議会　TOEFL事業部　協力）
※CIEE TOEFL事業部もTOEFLコーナーを設け、TOEFLテストに関しての質問
などにお答えします。TOEFLに関してご質問のある方は、ぜひこの機会をご
利用下さい。
◆◇　日時・会場　◇◆

地域 開催日 開催時間 会場
京都 10月1日

（金）
14:30～16:30 京都市国際交流会館

札幌 10月8日
（金）

15:00～17:00 札幌国際プラザ

福岡 11月5日
（金）

15:00～17:00 福岡県国際交流センター 
こくさいひろば 

那覇 11月19日
（金）

15:00～17:00 沖縄県国際交流・人材育成
財団

◆◇　詳細　◇◆
日米教育委員
会：

http://www.fulbright.jp/j4/sodan.html

〒100-0014　東京都千代田区永田町2-14-2　山王グランド
ビル207号 
03-3580-3231 

 
2.　アメリカ留学希望者を対象とした大学・大学院留学説明会・個人相談
◆◇　プログラム内容　◇◆
1.　アメリカ大学・大学院留学説明会 
2.　個人相談会 
3.　TOEFL説明会（国際教育交換協議会　TOEFL事業部　協力）

http://www.fulbright.jp/j4/sodan.html


※CIEE TOEFL事業部もTOEFLコーナーを設け、TOEFLテストに関しての質問
などにお答えします。TOEFLに関してご質問のある方は、ぜひこの機会をご
利用下さい。
◆◇　日時・会場　◇◆

地域 開催日 開催時間 会場
京都 10月2日

（土）
10:00～16:30 京都市国際交流会館

札幌 10月9日
（土）

10:00～14:00 札幌国際プラザ

仙台 10月16日
（土）

13:00～16:50 仙台国際センター

福岡 11月6日
（土）

10:30～17:00 福岡県国際交流センター 
こくさいひろば 

那覇 11月19日
（金）

16:30～20:00 沖縄県国際交流・人材育成
財団

　 11月20日
（土）

10:00～14:00 琉球大学

◆◇　詳細　◇◆
日米教育委員
会：

http://www.fulbright.jp/j4/sodan.html

〒100-0014　東京都千代田区永田町2-14-2　山王グランド
ビル207号 
03-3580-3231 

Back to top
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TOEFL関連セミナー実施報告 ほか

■　TOEFL研究セミナー in 沖縄　実施報告

2003年冬（大阪・福岡・広島）、2004年春（東京・札幌・名古屋）の各シリーズで、多くの地域でご好
評をいただいているTOEFL研究セミナーが沖縄に初上陸しました!!

日時： 2004年6月12日（土）
会場： 財団法人　沖縄県国際交流人材育成財団　大会議室
内容： アカデミック・ライティングとその指導法

1部　「アカデミック・ライティングとその指導方法」
2部　「Criterionの紹介とそれを利用したライティングの指導方
法」

発表者： ETS公認コンサルタント　川手・ミヤジェイェフスカ　恩（め
ぐみ）氏

参加者数： 18名
（共催：財団法人　沖縄県国際交流・人材育成財団　語学センター）

セミナーが始まる頃に弱い雨が降った以外は、梅雨の時期の割には天
気に恵まれました。そのせいもあってか、多くの皆様にご出席いただ
いて質問や意見の交換ができ、充実した内容のセミナーとなりまし
た。沖縄でのセミナー開催がはじめてであったこともあり、出席者の
方々からご好評いただきました。

セミナー後に行われた懇親会では、アットホームな雰囲気の中、出席
された先生方同士、そして先生方とCIEEスタッフとの情報交換、懇親
の場として有意義にご活用いただけたのではないかと考えておりま
す。
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■　次世代TOEFL説明会 in 沖縄　実施報告

TOEFL研究セミナーの前日、11日（金）には2005年9月から導入される次世代TOEFL（iBT）の説明会を
全国に先駆けて沖縄で実施しました。現在は既にETSのWeb上で公開が始まっているiBTのパイロット版
公開を目前に控えていた時期でしたが、多くの英語教育関係者の皆様がご興味をお持ちであることがよく
伝わってくる説明会となりました。
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日時： 2004年6月11日（金）

会場： 財団法人　沖縄県国際交流人材育成財団　語学センター　大会
議室

内容： CIEEのスタッフによる、
2005年9月に導入予定の次
世代TOEFLテスト（Next 
Generation TOEFL）の概要
説明会です。あわせて、現
行のTOEFLテスト全般に関
する申し込みからスコア受
理までの疑問や、オフィ
シャルTOEFLテスト
（TOEFL-PBT）の過去問題
を利用した団体向けTOEFLテストプログラム（TOEFL-ITP）に
関する情報提供など、ご担当者の皆様の疑問、質問にCIEEス
タッフがお答えする場として沖縄県国際交流・人材育成財団の
大会議室で実施しました。

今後もCIEE TOEFL事業部では次世代TOEFLテストをはじめとした最新情報について、皆様にお知らせし
ていくセミナーの実施を考えております。是非、皆様のご参加をお待ちいたしております。
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■　NAFSAに参加して

去る5月24日～5月28日、アメリカ　メリーランド州　ボルチモアにて開催
されたNAFSAに参加してきました。NAFSA (the National Association of 
Foreign Student Advisors)とは世界中から5,000名を超える国際交流、教育
関係者が集まり開催されるConferenceです。 
CIEEのアメリカ本部およびCIEEが日本において事務局の役割を担っている
TOEFLテストの作成元、ETSがスポンサーをしております。私達CIEEの日本
スタッフも、そこにおいて果たすべき役割は大きい、との使命感を持って毎
年参加しています。 

今回NAFSAが開催されたボルチモアは、メリーランド州最大の都市で、海産
物（特にカニ）が有名な港町です。野球の神様　ベーブルースの生誕地、ま
たメジャーリーグ「ボルチモア　オリオールズ」の本拠地でもあります。訪
問時は、17年周期のセミの大発生にあたる年であったらしく、地面や壁が
セミだらけでした。現地の方はこれを食べる習慣があるとかないとかで、も
し食べるのであればどのように調理するのだろうかと思いましたが、NAFSA
はここボルチモアの中心部、Convention Centerにて開催されました。

Conferenceには、様々なミーティングやワークショップの他
に展示ホールがあり、多くの団体がブースを出展していま
す。このNAFSAは海外の大学や国際交流団体に対するアピー
ルのチャンスです。日本からもJASSO（独立行政法人　日本
学生支援機構）主催ブースに18の大学が参加し、各大学によ
る大学紹介を行っていました。また、大学によっては単独で
ブースを構えるところもありました。中には来年のブース設
置を検討するための視察に来られている方もいました。我々
にとってはこの日本のブースが建ち並ぶ「日本村」の中に顔
見知りの方々も少なくなく、思わぬところで「こんにちは」
となることが多くありました。



Conferenceは毎日17:00頃には終了し、その後は近辺のホテ
ルで各団体が主催するReceptionが行われます。日本の大学が
主催するReceptionには我々も参加させて戴き、日本料理をご
馳走になりました（さすが港町だけあって刺身が信じられな
いぐらいおいしかったです）。また、丁度タイミングよくヤ
ンキーズ対オリオールズの試合が行われていたため、松井選
手の活躍を観戦しに行かれた方も多かったようです。最終日
前夜には我々CIEEもReceptionを行い、日本の関係者の方々と
の懇談の場を設けました。

私にとっては、NAFSAへの参加のみならず、アメリカへの渡
航が今回初めてということで、期待よりもむしろ不安の部分
が大きかったように思います。しかしその不安は現地に慣れることで徐々に解消されました。また、現在
の世界情勢においてアメリカは不安定な状態にあり、昨今では留学においてもビザの手続きに時間がかか
る等、国際交流においては暗い影を落としているかと思っていましたが、NAFSA参加者の方々とお話をし
ているなかでそれが払拭された気がします。今回の参加では、自分が国際交流の現場で働いていることを
改めて実感した学ぶことの多い体験でした。

(国際交流促進部　景山)
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また我々も、2005年9月から導入予定の次世代TOEFLテストに関する新しい情報が入手できるものと期待
                                                                      してETSブースを訪問、ワークショップの参加を行いました。しかし真新しい情報は入手できず、テスト
                                                                      センターの設置形態についても言葉を濁している始末でした。これではいけないと思い、日本の関係者
                                                                      をETSに引き合わせ日本で発生している問題を直接伝えて戴きました。



*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7回目：バイリンガリズム、マルチリンガリズム

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。　

■　外国語学習者の目標はバイリンガルになること

　外国語の学習者なら習っていることばを自由に駆使してバイリンガル（Bilingual）になりたいと思うで
しょう。既にバイリンガルの学習者はトライリンガル（Trilingual）に、トライリンガルの学習者はマル
チリンガル（Multilingual）を目指すのは当然です。外国語をマスターしてバイリンガルになることは素
晴らしいことです。筆者も日本語と英語のバイリンガルになることを夢見て渡米し、その夢は叶えられま
したが、第2外国語として習ったフランス語がどうしてもものにはなりませんでした。読むことができて
も実際に話す機会がなかったので話せません。フランスにはヨーロッパの学会発表で何度か赴き、パリの
北駅の安いホテルに泊まるなどして試してはみたもののもう一つうまく行きません。 

　アメリカ留学中にもフランス語を取りましたが、文法、語彙、読解力はついたも
のの会話が駄目なのです。私が籍を置いていた大学院の言語学博士課程では、
Language requirementとして3ヶ国語ができないと博士候補者試験を受ける資格は得
られませんでした。私の場合、日本語と英語で2ヶ国語、もう1つはフランス語で
す。ただし、会話ができません。そこで大学院研究科委員長に要望書(petition letter)
を書き、自分の研究にはフランス語の研究書の読解力が必要であるから、会話の試
験の替わりに読解力の試験をしてくれるように手紙を書きました。 
　アメリカの良いところは、原則駄目でも、このようにpetition letterを書くと、個

別に審議をしてくれて正当な要望であれば認めてくれる柔軟性があるところです。しばらくすると、読解
力の試験で良いと言うことになり、フランス語担当のフランス人の先生が読解力の試験をしてくれまし
た。確かソシュールか何かの言語学、記号論関係の講義ノートの抜粋を読まされたような気がします。私
がそのフランス語の書き物を読んだ後、そのフランス語の先生が、何が書いてあったかを英語で質問する
のです。 
　余談ですが、彼女は既に10年以上もアメリカにいるのに、英語がとてもひどくて何を言っているのか
分からず、こちらが英語を直してあげるような形で質問の趣旨を確認してから答えたのを覚えています。
もちろんパスしましたが、あのフランス語の先生にとっては、彼女自身の英語力の不足が分かってしまい
とんだ災難であったと思います。それにどうやら文学専攻らしく言語学の知識がありませんでしたので、
試験後に私がかつて原書で読んだモーパッサン、カミュ、フロベール、バルザックなどの話をすると、彼
女も乗り出してきて話に花が咲きました。アメリカで日本人とフランス人が英語でフランス文学を語ると
いう愉快な経験をしました。

http://www.cieej.or.jp/
http://www.yslab.sfc.keio.ac.jp/
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■　首都ワシントンで会ったフランス語話者の英語とドイツ語話者の英語の印象

　首都ワシントンには各国大使館があり大勢の外国人がいます。私の留学先の大学があるジョージタウン
は政治家、官僚、各国外交官、メディア関係者らが住居を構え社交場としてにぎわっていましたので、世
界中のことばが聞けた場所です。よく耳にしたのはスペイン語ですが、これはアメリカのどの町でもよく
あることです。しかし、町を歩いていてフランス語を耳にしたのはワシントンぐらいです。カリフォルニ
アのサンフランシスコやハワイなどではあまり何度も耳にすることばではありませんでしたから、とても
新鮮に聞こえました。特に当時は旧フランス植民地のベトナム、カンボジア、ラオスなどから非難してき
た上流階級の人たちがよくフランス語を話していました。 
　現在は知りませんが、1970年代のアメリカ人はフランスやイギリスに何かとてつもない憧れを持って
いたような気がします。特に女性の間に根強い人気があったと記憶しています。カリフォルニア州の大学
でフランス語のクラスを覗いたことがありますが、30名位の履修者のうち男性はほんの2,3名でした。私
は同じ大学で日本語を教えていたのですが、30名位のうちで男女の比率は半々でしたから、当時のアメ
リカ人女性の抱くフランス語への憧れの高さがお分かりでしょう。 
　もう一つ気がついた点があります。アメリカ在住のフランス語話者はかなり強いフランス語アクセント
を残す英語を話していましたが、ドイツ語話者はドイツ語訛りのない流暢な英語を話していました。同じ
ゲルマン語であるから当然だと言う人がいるかもしれませんが、英語は19世紀までフランス語の影響を
多く受け、語彙もフランス語に近く、古代中世英語が古代中世ドイツ語に近かったほどドイツ語とは近く
ありません。英語しか知らない人がドイツとフランスに行き、町で見かける色々なサインを見た場合、恐
らくフランス語の方が英語から推察しやすいと思います。現在の英語はかつての兄弟語であるドイツ語と
はかなり離れてしまいました。2つの異なったことばを話す話者がそれぞれのことばで話してどれだけお
互いが理解できるか、その理解度をmutual intelligibilityと言いますが、それを測ってみると2つのことば
の近さが分かります。スペイン語とポルトガル語はそのようなインテリジビリティーがとても高いことば
です。たとえば南米のポルトガル語圏のブラジルと隣接するスペイン語圏の国々の境界地域ではポルトガ
ル語とスペイン語がミックスしたような言語変種を話しているそうです。両語がとても近い証拠であると
思います。 
　さて、話を元に戻しましょう。なぜフランス語話者はあまり流暢な英語ではなく、フランス訛りの英語
を話すのに、ドイツ語話者はドイツ語訛りが少なく比較的流暢な英語を話すのでしょうか。それはアメリ
カ人のフランス語、フランス文化への憧れが捨象されたものと考えてよいでしょう。要するに、アメリカ
人がフランス語に対する憧れがあることを知っているので、フランス語訛りを残す英語を話す方が得した
からなのです。逆に、ドイツ語は第二次大戦の記憶も生々しい1970年代では、ドイツ人ドイツ語に対す
る一種の侮蔑があり、ドイツ語アクセントを残すと色々不利な点が多く、ドイツ人はなるべくドイツ語の
アクセントを消そうとしたのではないかという意識調査を読んだことがあります。また、フランス語を聞
くと皆が喜んでくれますから、フランス語話者はよりフランス語を話す機会が増えます。ドイツ語話者は
ドイツ語に対する反感を感じますからなるべくドイツ語を話さないようにします。結果、首都ワシントン
の社交界ではフランス語を耳にする機会が多かったのではないかと分析しています。そうしますと、フラ
ンス語話者がアメリカで英語とのバイリンガルになる可能性は、ドイツ語話者と比べてぐんと低くなりま
す。
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■　日本では英語話者の多くが日本語を話す機会がない

　似たような現象が日本でも起きています。最近では大勢の外国人の方々が日本に来ていますが、同じく
らい日本にいても日本語をマスターしてバイリンガルになる確率は、英語話者は他の外国語と比べてぐん
と低くなる可能性があります。英語を話すことは日本人にとってもはや死活問題になりつつあります。英
語ができれば入学試験も突破できますし仕事にも役に立ちます。英語を話すことは日本人には憧れである
といってもよいでしょう。ほとんどの日本人は英語を学習した経験がありますが話せません。実は教授法
が悪いのが原因で苦手になっただけなのに、能力がないから話せないと思い込み、英語を話す人をみると
能力のある頭のよいエリートと錯覚してしまうからです。 
　ですから、日本人の多くはアメリカ人などの英語話者に会うと英語を話したがります。また、英語話者
も英語で話せば誰かが理解してくれますので、英語に依存することになります。中国語やアラビア語話者
では経験できない現象です。その結果、英語話者は他の外国人よりも日本語を話す機会がその分少なくな
ります。中でも、英語を教えているネイティブ教員の中には、何年たっても日本語が上手になれないとい
う不平が聞こえてきます。外国語を教える立場の人として、生徒の母語を知らないことは教授法にも影響
を及ぼします。私の周りを見ても、日本語を自由に駆使できる英語のネイティブの先生はとても少なく貴
重な存在です。 
　ところが、サッカーや野球の選手、ビジネスマン、レストランの経営者など同じ英語話者でも、日本語
を話さないと損をする職種の人たちは比較的短期間で日本語を習得しています。それを他の外国語話者に
広げると、どんな職種であれ日本語を話せる人の比率はかなり高いものと思えます。特に感心するのは、
英語話者ではコニシキさんや曙さん、又モンゴル出身の朝青龍関、そしてグルジア共和国から来た黒海関
など、相撲界の外国人力士の日本語習得度の高さには驚かされます。勿論、朝青龍関らモンゴル出身の関
取たちの母語であるモンゴル語と日本語は構造上似ていることもありますが、彼等の日本語の上手さはそ
れだけでは説明できません。
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■　戦前の日系1世は差別の中で英語を話す機会が限られていた

　1960年代後半のアメリカは、まだまだ日本人に対する反感が残っていたことは前回述べました。当時
の日系1世は更に強い偏見の中で、英語話者との接点がほぼ皆無の生涯を歩んでこられた人達でした。彼
等のほとんどは出身地の訛りを強く残した日本語の方言しか話せませんでした。ロサンゼルスのLittle 
TokyoやサンフランシスコのJapan Town日本町などは、戦前、そうした日系1世達が肩を寄せ合って生き
た日本人スラムの名残なのです。 
　2世は英語が母語ですが、１世との間に片言の日本語を話してコミュニケーションを取ってきました。
3世のほとんどは英語しか話せませんが、1960年代から日本語と日本文化への回帰現象が起き、日本舞踊
や剣道などの達人が意外と多いのに驚いたものです。今は4世や5世の時代になってきましたが、殆どは
英語のモノリンガルであると思います。 



　さて、筆者もご多分に漏れず、日本語を忘れてアメリカ人のように英語を話すようになることに全身全
霊を捧げました。そうすることによりなるべくアメリカ社会で有利な位置を占めたいと思ったからです。
最初の2年は日本人を避けて生活しアメリカ人の友達を持つことに大変な情熱を傾け、日本人的なものを
軽蔑したこともありました。これはいみじくも戦後3世の人達が日本人であることを恥じたという体験と
一致します。後で気が付くのですが、それは間違いです。人がバイリンガルになるには、その人自身を囲
むどうにもならない社会的な状況が左右します。
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■　バランス・バイリンガリズムと圧制的バイリンガリズム

　バイリンガル、トライリンガル、マルチリンガル社会は様々な背景を持っています。余白が限られてい
ますので、ここでは、バイリンガルに焦点を当てます。日本でバイリンガルと言うとある特定の個人がバ
イリンガルかどうかということが問題になりますが、実は、その社会がバイリンガルかどうかということ
も問題になります。昨今では日本でも多くの言葉が聞かれるようになりましたが、日本は日本語のモノリ
ンガル社会と言えるでしょう。少なくとも日本人の殆どがそう意識していると思います。ですから、日本
でバイリンガルと言うとある特定の個人が日本語ともう一つの言語を操るバイリンガルと解釈されるで
しょう。一方、バイリンガル社会には2通りの状況があります。2つの言語が存在するものの、絶対多数
の人たちが1つの言語しか話さないモノリンガル話者であるという場合と、バイリンガル話者であるとい
う場合です。前者を圧制バイリンガリズム(superimposed bilingualism)、後者をバランスバイリンガリズ
ム(balanced bilingualism)と呼ぶことにします。圧政バイリンガリズムは、2つの言語の力関係がバランス
を欠いた時に生まれます。1つの言語は名声があると思っていますが、もう1つの言語はそうだと思って
いない場合です。これはかつてのアジア、アフリカ、南米の植民地に見られた現象で、英語やフランス語
やスペイン語などを話す少数のヨーロッパ人と、全体多数の現地語を話す現地人が、それぞれ荘園主と奴
隷に近い雇用人として、普段の生活では殆ど接点がないまま並存していました。ヨーロッパ人は現地語を
話さず、現地人はヨーロッパ語を話せません。荘園主と雇用人の会話は、荘園主の言語に現地語の語彙を
入れたベービートークのようなピジンで行われていました。 
　アジアやアフリカや中南米にはこのような社会が生んだピジン英語が、やがて現地人の間に母語化した
ものが多くあります。植民地の初期には現地語とピジンを話す一種のバイリンガルがいましたが、やがて
現地語は消えクレオールを母語とするモノリンガルに変っていった植民地が多く存在します。現地人の多
くはアフリカなどから奴隷として連れて来られたので、元々の現地語が複数あり、その為に共通語が必要
になってピジンが発達し、やがてクレオール化したのです。レゲエ・ミュージックで有名なジャマイカな
どはその内の１つです。 
　もちろん、現地語が残っている国々もありますが、そのような場合はピジンが共通語として現地人の間
で使われています。ピジンと言っても英語がベースですから、戦後はこのような国々では英国や米国など
の大学に行き教育を受ける人も出てきましたが、彼等にとって英語を学ぶことはそれほど難しいことはあ
りません。ですから、このような国々では上流の現地人の中にはスタンダード英語を上手に操るバイリン
ガルは沢山います。そもそも現地語には書き言葉がなく、教育は必然的に英語などのヨーロッパ語になり
ますから、英語ができるようになるのも当然です。 
　筆者も、日本人は英語ができないことを問題にしていますが、それは6年も8年も学習して成果が出な
いことを問題にしたのであって、日本と言う国で英語が使われていないことを歎いているのではありませ
ん。日本人が英語ができないと言うことは、1つには、日本語で小学校から大学まで教育を受けられるこ
と、日本語を話すことによって生計が成り立つことを意味しています。それは、過去、日本が植民地でな
かったことも意味しているのですから、日本人が外国語ができないことをあまり悲観することはありませ
ん。

ページトップへ

■　圧制バイリンガリズムを跳ね返しグループ・アイデンティティ基盤になったピジン

　さて、このようにピジンがクレオール化した言語は、1960年代の米国の公民権運動に呼応するかのよ
うに、グループ・アイデンティティーを象徴するものとして、話者の間でそれに対する誇りが生まれてき
ました。どの言語にもそれを話すことにより仲間意識を高揚させ、同時にそれを話さない他の言語グルー
プを排除する意識を生み出す作用があります。ですから、外国で時には日本語を話したくなるのは仲間が
欲しくなるからです。しかし、日本語ばかり話していると他の言語を話す人を排除してしまいます。まし
てや年がら年中、日本人同士で日本語を使って生活していると、現地の人たちを排除し、やがては孤立し
てしまいます。 



　アフリカ系アメリカ人の英語を学術的にはAfrican American Vernacular English（アフリカ系アメリカ
人の口語英語：以下略称AAVE）と言いますが、これは地方方言ではなく地域に関係なくアフリカ系アメ
リカ人の社会的背景から生まれた方言なので社会方言と言います。AAVEはピジンからクレオール化した
英語の変種ですが、1960年代の前半はAAVEの話者はどちらかと言うと控えめに自分達の言語を話してい
ました。それしか話せないので仕方なくそうしていたのでしょうが、仲間意識は育ちました。しかし、差
別が激しく弱い立場でしたので、それを話すことが標準英語を話す人たちを排除するまでの意識はありま
せんでした。それに対する誇りを持てるようにはなれなかったからでしょう。 
　1960年代後半から1970年代に入り、アフリカ系アメリカ人たちは自分たちのアイデンティティーを
しっかりと持ち、文化を誇り言語を誇るようになりました。1968年から1972年にかけて、白人の友人が
住んでいたサンフランシスコ湾のアフリカ系アメリカ人の居住区である東オークランドで、私は彼等の文
化に直に触れました。名門カリフォルニア大学バークレーに通うアフリカ系アメリカ人の青年達は、標準
英語も話しましたが、大学のBlack Students' UnionのオフィスではAAVEを話しました。たまに白人の学
生が来てもお構い無しです。ここはおまえ達の来るところではないというかのようにAAVEを話しつづ
け、白人学生を追い返していました。 
　私がコメディー好きであることは以前述べましたが、特に好きだったのはDick Gregoryとか Richard 
Pryorなどのアフリカ系アメリカ人のコメディアンでした。前者は終始AAVEでつっぱね、白人社会を痛烈
に批判しました。聴衆に白人がいようがいまいが構いません。後者は、アフリカ系アメリカ人の聴衆の前
ではAAVEだけで押し通しましたが、白人が混じる聴衆の前では同じAAVEでも排他意識をやや抑える表現
を使っていました。AAVEの話者が排他意識を抑えるようになったのは、社会の多くの分野で成功者を出
すようになる1980年代の後半からであるように思われます。 
ジャマイカの英語もレゲー・ミュージックが代表するようにクレオール化した英語ですが、自分達の文化
と言語にもつ誇りを世界中に伝えています。ハワイでもピジンと言われている英語が多くの人たちの母語
になっています。コニシキさんや曙さんは両者とも知識人ですから標準語も話せますが、自分達の生まれ
育った言語であるハワイアン・ピジン英語を誇りに思っているでしょう。 
　このように、圧制バイリンガル社会では、現地語話者とヨーロッパ語話者との間に派生したリンガフラ
ンカ（通商語）的役割をもつピジンが、次第に現地人の母語としてクレオール化していきました。現在で
は自分達のアイデンティティーの基盤となり誇るべき文化として定着していきました。それぞれの文化の
重要な価値観はこの言語で表現され、やたらに標準語を真似ようとする意識はありません。北米大陸でも
オーストラリアでもアフリカでもこのようなクレオールに触れますが、かつてのようにAAVEには文法が
ないなどと言うのは全くの誤りで確固とした言語体系をもっている変種であることを忘れてはならないで
しょう。

ページトップへ

■　独立型のバランス・バイリンガリズム

　カナダのように、英語とフランス語のような世界的な主要語が並存する国のバ
イリンガル状況は力的にはバランスが取れています。両方とも世界的な名声を持
ち、文化的には対等の立場に立つ事ができます。一方がなじってももう一方はな
じり返すことができます。英語とフランス語だけではなく、フラマン語とフラン
ス語が並存するベルギーも同じような状況にあります。ベルギーのフラマン語は
オランダ語の方言の1つです。世界的な名声言語であるフランス語に対しては劣
勢に立たされたかもしれませんが、1950年以降にフラマン語地域の経済的隆盛
により無視できなくなったのです。ですから、今ではブリュッセルはフラマン語
とフランス語のバイリンガル区域に指定され、公務員になるためには両方の言語
が話せなければなりません。フランス語は国際語ですから、フラマン人がフラン
ス語を習えば国際語を1つもつことになります。他方、フラマン語はベルギーや
オランダでしか通じませんのでフランス語の話者がフラマン語を習おうという動

機は弱くなります。1980年代の筆者の調査ではフラマン人がフランス語も操る
バイリンガルの割合は圧倒体に大きく、フランス語の話者の殆どはモノリンガルでした。 
　カナダのケベックの場合もベルギーに似ています。フランス語話者が英語を話す割合は、英語話者がフ
ランス語も話す割合より大きいと思います。それは、カナダが基本的には英国の存在が大きく、しかも隣
に米国という大英語経済圏を控えており、英語を分からずして生活ができないからです。しかし、本国フ
ランスは経済でも外交でも英語圏には負けていませんから、ケベックのフランス語話者は文化的にはかな
り優越感を持っています。かつてアイゼンハワーはドゴールが英語を話せないと思い、ドゴールの面前で
英語で彼を茶化しました。すると、ドゴールは見事な英国英語で「今、君が言ったことは全部分かった
よ」と言って、アイゼンハワーを驚かしたという話が残っています。



ページトップへ

■　日本の英語教育における隷属型のバランス・バイリンガリズムとそこからの脱却

　日本の場合もバランス・バイリンガリズムですが、残念ながら、意識的には独立型とは程遠いと言って
よいでしょう。今のままでは、むしろ隷属型です。日本の英語教育がその意識を植え付けてしまったので
す。明治維新以来、脱亜入欧の発想の下で、ヨーロッパ、特に英語と英語文化を最高のものとして模倣し
てきました。ですから、戦前は英国紳士・淑女の英語をそっくりそのまま真似しようとしました。英語だ
けではありません。その仕草から考え方まで範として仰いでしまったのです。 
　英国の完璧な文法と完璧な発音で話さないと恥であるかのように考えるうちに、まず文法、発音を丸暗
記してからでないと話さないという風潮が定着してしまいました。戦後は英国から米国に替わっただけで
意識は同じです。ですから、日本語で話していて途中で英語のことばを挟むときなど、あえてそこだけ英
語の発音に変えるというご丁寧な方々まで見受けられる始末です。英国人や米国人が日本語を話せると分
かっていても日本語ではなく英語で話したがります。 
　国際的に見て、英語をはじめとするヨーロッパ語と日本語とは力的には均衡であるはずなのに、あえて
このような態度をとってしまうのは隷属以外の何ものでもありません。日本では英語教育が盛んで、学習
者は英語をマスターしてバイリンガルになることを望んでいます。しかし、それは隷属バイリンガルにな
ることではありません。自分達の意見をキチンと述べて、お互いに対等の立場で英語を使う独立型のバイ
リンガルが育たなければなりません。また、そうすることを世界が求めているのです。筆者はこのような
意味でのバイリンガルを育てるべく、プロジェクト発信型英語教育を実践しています。英語圏だけではな
く、世界中の国々の人とそれぞれに特徴のある英語で交流をはかる場を造りつつあります。今回は、バイ
リンガルと言っても色々あることをお話ししました。私達の英語教育の目標であるバイリンガリズムは独
立型のバランス・バイリンガリズムであることを力説します。

==================================

　
英語をマスターしても英語を話すと
損だと分かると話しません。その代わりに得だと分かると話したのです。このようなバランス・バイリン
ガリズムを独立型バランス・バイリンガリズムと呼びましょう。

　今回、少々お詫びがあります。第1回目の冒頭で私の好きな米文学作家について訂正があります。私は
『緋文字』を書いたナサニエル・ホーソンが好きでそこからナサニエルという洗礼名を取ったといいまし
たが、もう一人同じくらい大好きな作家がおります。それはハーマン・メルビルHerman Melvilleです。
『白鯨』（英名Moby-Dick）の作者ですが、ホーソンとメルビルがどこかで混同してしまい、ナサニエ
ル・ホーソンが『白鯨』の作者であるかのように誤って書いてしまいました。メルビルを好きな読者には
大変失礼いたしました。
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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 

連載：第13回

英語に限らず外国語を学習していると、言葉の世界の奥深さに気付かされます。古来の日本人は言霊（こ
とだま）と評して、言葉には霊が宿り、見えざる力を働かすのだと考えました。使い慣れた短いフレーズ
の中にもコミュニケーションを左右するほどの力があるのです。 
毎回ご好評をいただいているこのコーナーでは、ETS公認コンサルタントの川手 ミヤジェイェフスカ 恩
先生が、異文化間コミュニケーションにおける言葉の使い方の重要性に焦点をあて、興味深く解説してく
ださいます。言葉の世界の面白さをお楽しみください。

Dr.川手 ミヤジェイェフスカ 恩(めぐみ)
テンプル大学ジャパン　大学附属英語研修課程　助教授
(Megumi Kawate-Mierzejewska, Ed.D, Temple University)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2000年より、ETS公認コンサルタントを務める。
専門分野： 中間言語語用論（Interlanguage Pragmatics）

　

■ Personal Questions は程ほどに！

今回は会話のトピックに焦点をあててみたい。日本語母語話者同士の会話でもタブー・トピックやあまり
話題にしないトピックがあるのと同じように英語にもそのようなトピックが存在するわけだ。例えば、日
本語母語話者同士の会話では初対面の人に『ご職業は？』とか『お父様は何をしていらっしゃるの？』
『お子様は何人いらっしゃるの？』などというプライベートな質問はあまりしないように思える。これ
が、不思議なことに英語を話すとそのような質問が頻繁にでてきてしまうのが現実のようだ。実際、筆者
の知る限りでも多くの英語母語話者が日本人英語話者は『プライベートな質問をしすぎる』というように
感じているようだ。もっとも、もう慣れてしまって、次は何を聞かれるのかまで予想がつくこともかなり
あるようだが。。。考えてみれば、日本語母語話者は日本語においてもそういう傾向はなきにしもあらず
で、初対面でも『Mierzejewska』というハイフンで繋がれた筆者の苗字に関して『ご主人の名前ですか』
などという質問をしてくるのは常に日本人であり、英語母語話者から聞かれたことはめったにない。ちな
みに、英語母語話者の中には 
"Where are you from?"という質問でさえ"too personal"だと感じる話者もいるようだ。 

さて、ここで原因を探ってみたいと思う。まず、考えられるの
が"Misconception"ではないかと思う。つまり、英語母語話者は、日本
語母語話者なら初対面の人間には話さないであろうと思われるような
プライベートな事柄（家族構成、パーソナル・ヒストリー、自分の抱
えている悩みなど）を初対面の人間にでも話す傾向にあるので、それ
を経験し聞き手となっている日本人英語話者なら『自分から必要以上
なことを話すのだから、日本語では質問しないようなことでも聞いて
もいいのだろう』という判断を下してしまいがちだ。ところが実際
は、自分から話すのはいいが、人から聞かれると『随分プライベート
な質問だ』　『なんでそんなことを聞くのだろう』　『どっちでもい 
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いじゃないかそんなこと』と感じるというわけだ。次に考えられるのは、やはり、英語での『発話に感情
が伴わない』のではないかという英語を母語としない人間の抱える問題ではないだろうか。つまり、会話
の流れの中で必要とされる適切、かつ瞬間的な判断が本能的にできない傾向にあるところに原因があるの
かもしれない。さらに、沈黙を避けたいという気持ちが先にきてしまい適切な質問がでてこないのかもし
れない。

以上、ちょっとした会話を交わす時のトピックについて考えてきたがパーソナル・クエスチョンは程ほど
にしておいた方がよさそうだ。最後に、当り障りのない話題やお互いに興味のもてるような話題(たとえ
ば教師なら教授法についてとか。。。もっとも唐突にというわけではなくはなしの流れのなかでというこ
とになるが。。。)であれば誤解を招くこともなかろうということも付け加えておきたい。
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