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要 旨 

本研究は，大学生の英語学習に対する捉え方を質的に明らかにしようとするケーススタディ

である。研究方法として，大学生を対象に記述式の調査を実施した。調査は，大学生に「私と

英語」というテーマで一つのストーリーになるような文章の枠組み（ナラティブフレーム）を

提示し，英語の授業や学習方法について，これまでの経験や考えを空欄に記入させるというも

のである。調査協力者 37 名の記述から，大学入学以降は，コミュニケーション力の向上を重

視した主体的な学習方法をとるように変化している様子が最も顕著であることが明らかとな

った。 

 

Abstract 

This research explores Japanese university students’ views of English language 

teaching at high school and university, and how their English learning styles have 

changed. The study used “Narrative Frames” in order to collect information from 

students. The data revealed students’ thoughts and learning strategies as they made the 

transition from simply following teachers’ instructions in the classroom to being more 

autonomous learners. 
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1．はじめに 

 国際的に英語がコミュニケーションの手段として認知される中，第二言語習得理論

研究の分野では，言語学や心理学の研究成果，あるいは社会的背景に影響を受けなが

ら，英語の効果的な指導法あるいは学習方法が議論されてきた。その中でも，受け身

ではなく主体的に学習に取り組む自律的な学習者を育成することが重要であると考え

られている〔Benson 2011〕。また，英語学習者が単なる「言語学習者（language learner）」
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にとどまることなく，自らの意思で言語をコミュニケーションのために使う「言語使

用者（language user）」へ成長することが必要である〔今井・髙島 2015〕。英語学習の

最終目標が自律的な言語使用者になることであるとすれば，その過程で各学習者はど

のようなことを感じ，考えながら成長していくのかを知ることで，英語教員はより効

果的なカリキュラム及びシラバスを計画し支援することができると考えられる。  

 そこで本論文では，大学生を対象に高校生の時期から大学入学後に，どのように英

語学習の方法が変化したか，あるいは変化していないのかを調査し，「言語学習者」か

ら自律的な「言語使用者」に成長する過程を検討する。特に調査方法として，大学生

に「私と英語」というテーマで一つのストーリーになるような文章の枠組み（以下，

ナラティブフレーム）を提示し，高校と大学での英語授業や学習方法について，自身

の経験や考えを空欄に記入させるという方法を用いる。学生の記述から，高校と大学

での英語学習の中で学生がどのように英語学習を捉え，自律的な言語使用者として成

長しているのか（あるいはしていないのか）をケーススタディとして検討する。その

上で，自律的な言語使用者を育成するために必要な，日本の大学英語教育の在り方に

ついて論じる。  

 

2．先行研究 

2.1  英語学習における自律性と大学英語教育 

言語教育の研究分野では，自律した学習者（autonomous learner）の育成が重要視さ

れている。自律性には，自ら学習計画を立て，いつ，どこで，どのように学習するか

を考えたり，学習の進捗状況について振り返って評価したり，どのような内容をなぜ

学ぶのかを選択したりすることなどが関わっている〔Benson 2011〕。英語習得の最終的

な目標の一つが，英語を用いて自らの考えを相手に伝えたり，相手が伝えたいことを

理解したりすることができるようになることであるとすれば，学習者は言語を教員か

ら学ぶという「学習者」ではなく，言語を実際に使用する「使用者」になる必要があ

る。学習者から使用者へ成長するためには，他者ではなく自らが言語学習に関わる側

面を管理する自律性を高めなければならないということになる。  

 多くの学生が大学卒業後，社会人となることを考えれば，大学の英語教育で学生を

言語学習者から言語使用者に成長させることは大きな意味を持つ。一方，大学では英

語の基礎力が十分でない学生もおり，そのような学生のためのリメディアル教育が求

められている3。ただ，リメディアル教育として中学校や高校の学習内容を機械的な暗

記や教員の一方的な講義で指導したとしても，学習者は学習意欲を失うと危惧される。

また，単位修得を目的として学習することに陥る可能性がある。そのため，英語の知

識・技能に関して十分でない学習者であっても，学びがいのある内容を扱った教材を

使い，他者と学び合う協同学習が必要である〔江利川  2012〕。大学の英語リメディア

ル教育について研究した酒井（2011）は，学習者に間違いを恐れずに英語を使う態度

                                                   
3 リメディアル教育にはいくつかのパターンがあるが，ここでは奥羽・福元（2013, p.107）が

挙げている「学生の英語学力が現時点において学生が所属している学校等についていけるレ

ベルに達していないがゆえに，その補完を目的として行われる教育」という意味で使用して

いる。  
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を奨励し，生涯にわたって自律性を持って学ぶ姿勢を身につけさせる必要があるとし

ている。  

大学では，高校のように検定教科書を使用したり，英語学習の目的の一つとして大

学入試が挙げられたりすることがない。そのような大学における英語授業の履修に移

行する中で，大学生は，どのように英語学習を捉えなおしているのか。例えば，中国

の大学生の英語学習者を対象に研究した Peng（2011）は，大学入試を意識した高校の

英語授業から，コミュニケーションを重視した大学での英語授業に学生が適応する際

に，学習者の英語学習への考え方が授業内容や方法によって影響を受けて変化するこ

とを示している。例えば，コミュニケーションを重視した授業を履修している際には，

学生自身もコミュニケーション能力の向上を目標としている様子であった。このよう

に授業が与える影響を考えれば，大学英語教育は基礎的な英語知識を学ぶ「言語学習

者」から英語を自分の表現手段として使う「言語使用者」に学生を成長させ，自律性

を養う場として，重要な役割を担うと考えられる。  

 

2.2  ナラティブフレームによる研究 

 第二言語習得理論研究の分野において，学習者の視点を重視した質的な研究の重要

性が指摘され，研究がなされている〔Benson and Nunan 2004〕。中でも，学習者や教員

などが語るナラティブ（Narrative）を研究材料とすることは，個人の経験を捉えなが

ら，学習・教育環境やその他の複雑な要素を考察する研究方法として有効であると考

えられている〔Clandinin and Connelly 2000; Webster and Mertova 2007〕。ナラティブと

は，「ストーリー（story）」，日本語で言えば「物語」「語り」を意味し，インタビュー，

ジャーナル（日誌），ダイアリー（日記）などが研究手法として用いられる。ナラティ

ブは，語り手自身の経験が，過去，現在，未来といった時間と場所や，他者との関わ

りと関連して捉えられたものであり，ナラティブを分析する際にはこれらのことを考

慮することになる〔Barkhuizen and Wette 2008〕。言い換えれば，ナラティブの分析では，

量的な研究方法とは異なり，語り手が自身の経験をどのように理解し意味づけをして

いるかを質的に見ることになる。  

ただ，ナラティブを用いた研究は，通常数名の学習者，時には一人の学習者に絞っ

て長期間に渡って研究することが多いため，より多くの学習者を対象として研究する

手法として，Barkhuizen and Wette（2008）がナラティブフレームという手法を提案し

ている。ナラティブフレームは，不完全な文と様々な長さの空欄を並べて，一つのス

トーリーとなるように構成した書式を指す〔Barkhuizen, Benson and Chik 2014〕。ナラ

ティブフレームでは，文頭の表現を与え，その後の文を完成させる。例えば，ニュー

ジーランドに来た難民と移民を対象に，彼らが考える成功について研究した  

Barkhuizen（2014）の例では，“When I first came to NZ, my English was ...” や  “Soon after 

I arrived, a problem I experienced with English was ...” などの書き出しを与え，研究参加

者に過去，現在，未来における英語との関わりについてストーリーを記載させている。

ナラティブフレームを用いることで，書き手は何をどのように書くべきかという内容

と構成を考えやすくなり，研究者にとっては研究の目的に沿った情報が得られるとい

う利点があると考えられている〔Barkhuizen and Wette 2008〕。仮にナラティブフレーム
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を用いずに，自由にストーリーを書かせた場合，書き手によっては調査と関連しない

内容を記載したり，何を書いてよいか分からず書くことができなかったりする可能性

がある。  

ナラティブフレームを用いた研究には，教員を対象とした研究〔Barkhuizen and Wette 

2008; Shelly, Murphy and White 2013〕や，英語学習者を対象とした研究〔Hiratsuka 2014; 

Macalister 2012〕がある。例えば，Shelly, et al.（2013）は，遠隔教育に携わるイギリス

とオーストラリアの大学教員を対象に，彼らの教育に対する取り組み方を調査してい

る。この研究では，ナラティブフレームを用いることで，教員の過去の経験が現在の

遠隔教育にどのように影響しているか，また遠隔教育でどのような問題に直面し，そ

れを解決したかについての情報を効果的に得ることができたと報告されている。また，

キリバス共和国の船員を対象に外国語としての英語教育カリキュラムのニーズ分析を

実施した Macalister（2012）も，ナラティブフレームを用いることで比較的多人数の船

員のニーズを効果的に把握できたと述べている。  

このようにナラティブフレームは，教育分野を中心に有効な研究手法として用いら

れている。しかし，本研究のように，日本人の学生を対象に高校と大学での英語学習

の変化や英語の捉え方を調査した研究は，まだ十分には行われていないようである。

そこで，本研究では，日本人大学生の英語学習に関する考えをナラティブフレームの

記述から検討することとした。  

 

3. 本研究 

3.1 目的 

 本研究では，大学生を対象に高校生の時期と大学入学後の英語学習について，学習

者自身がどのように捉えているかを調査し，英語学習に対する考えの変化の有無を検

討する。特に大学生の英語学習に関する考えをナラティブフレームの記述で追いなが

ら，「言語学習者」から自律した「言語使用者」に成長する過程を考察する。  

 本研究の目的をまとめると，以下のものになる。  

 

(1) 高校生から大学入学後の英語学習に移行する際に生じる，英語学習の変化を明らか

にする。  

(2) 大学生が自律した学習者に成長する過程で，共通する特徴があるか（あるいはない

のか）を検討する。  

(3) 大学英語教育で自律した言語使用者を育成するために，必要なアプローチを探る。 

 

3.2 研究の方法 

 本研究では，A 大学 B 学科の大学生 1 年生から 4 年生を対象として，高校と大学で

の英語授業や学習方法について，大学生自身の経験や考えを記入するナラティブフレ

ームを提示し，協力を依頼した。対象となった学科の学生は，英語や外国語，海外の

社会や文化について主に専攻している学生である。調査は，2016 年 11 月に実施した。 

調査協力の任意性を確保し，また率直な記述を得るために無記名の調査とした。協

力者は 37 名であった（1 年生 8 名，2 年生 4 名，3 年生 10 名，4 年生 15 名）。なお本
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研究は，東海大学「人を対象とする研究」に関する倫理委員会で審査・承諾を受け実

施している。倫理的配慮として，調査対象者に対して筆者から調査協力の任意性とプ

ライバシーの確保，調査結果の公表について口頭及び書面で説明を行い，同意を得た。 

本研究で使用したナラティブフレームは，前項 2.2 で述べた Barkhuizen（2014）の研

究を参考に，英語学習について高校時代，大学入学後，将来の 3 つの時間軸に分ける

こととした。時間軸を明記することで，ストーリー作成が容易になると考えたためで

ある。記述回答は，以下の内容について得られるように作成した 4。実際に使用した調

査用紙は，資料 1 に示している。  

 

① 高校時代の英語授業で印象的なこと  

② ①を挙げた理由  

③ 大学の英語授業を受け始めて驚いたこと  

④ ③で挙げた内容の具体例  

⑤ 高校時代と大学入学後で，変化した英語学習方法  

⑥ ⑤の変化によって，気づいたこと  

⑦ 大学の英語学習で今後取り組みたいこと  

⑧ ⑦で挙げたことに取り組みたい理由  

⑨ 大学卒業後，英語が自分にとってどのようなものになるか  

 

調査協力者は，調査用紙をまず最後まで目を通した後で，全体が一つのストーリー

になるように心がけながら，空白の部分に自由に記入するよう指示された。また，協

力者の学年が分かるように，フレームの中に，「現在，私は（1 2 3 4）年生です。」とい

う文を挿入し，該当する学年に○をつけるように指示した。  

 

3.3 分析方法  

分析にあたっては，調査で得られた記述について，3.2 で挙げた①③⑤⑦の項目に分

けて分析を行った。方法として，各項目の記述データにその内容を表すコードをつけ，

それらのコードを概念ごとにカテゴリー化した 5。②④⑥⑧の項目については，①③⑤

⑦にコードを付す際の判断と分類結果を考察する際の参考資料とした。⑨については，

学生が記述で用いている特徴的な表現を取り上げ，学生が英語をどのように捉えてい

るかを考察する資料とした。  

コード化の例として，例えば，「①高校時代の英語授業で印象的なこと」について，

「SVOC とか」「過去形，過去分詞，現在進行形，感嘆文などの日本語が印象に残って

いる」「英語の文法と原書購読しか英語の授業をしておらず，英語で話したり，聴いた

りするのが物凄く少なかったことが印象に残っています」といった記述には「文法」

                                                   
4 本調査の内容は，Murphy, Chen and Chen（2005）が日本と台湾の大学生を対象に英語学習履

歴（ language learning histories）を研究した際の質問項目を参考にしている。   
5 コードとカテゴリーを用いた質的な分析方法の手順については，関口（2013）と Barkhuizen

（2014）を参考に実施した。  



東海大学高等教育研究（北海道キャンパス） 16 (2017)      J. Higher Education, Tokai University (Hokkaido Campus) 16 (2017) 

 

- 6 - 

 

というコードを付けた6。また，「英語の授業の時間に単語本から出されるテストです」

「日常生活ではあまり使われそうにない単語をおぼえなければならない所です」とい

った記述には，「単語」というコードをつけた。すべての記述にコードをつけた後，共

通する概念を持つと考えられるコードをカテゴリーとして分類した。例えば，「文法」

と「単語」というコードは，「言語形式重視」というカテゴリーに位置づけた。  

 

4. 結果  

4.1 高校時代の英語授業で印象的なこと 

 高校時代に受けた英語の授業で印象的だったこととして，各記述にコードをつけ，

カテゴリー化したものを表 1 にまとめている。最も顕著であったのは，「言語形式重視」

として分類した授業である。この授業の例としては，文法，単語の学習やワークブッ

クなどの練習問題の解答が挙げられる。  

 
表 1 高校時代の英語授業で印象的なこと 

カテゴリー名 コード （数） コード数の合計 

言語形式重視 

文法（6）/ 教科書・ワーク等問題（4）/ 単語（3） 

/ 単語と文法（2）/ 音読と文法（1）/ 単語・文法・読解（1）

/ 受験勉強（1）/ 板書の多さ（1） 

19 

英会話 ネイティブ教員（4）/ 英会話（3） 7 

教科書以外 映画（2）/ 歌（2）/ 劇（1） 5 

日本語訳 日本語訳（2） 2 

発音 教員の発音（2） 2 

座学と OCの差 座学とオーラルコミュニケーションの差（1） 1 

無回答 ― 1 

 

言語形式重視の授業が印象に残っているとした学生の記述からは，自分から英語を

使うという感覚がなく，テストのために学習をしていたという受け身の姿勢が見てと

れた。「全然わからなかったから」などのように否定的な意味合いで印象を述べている

者が 19 名中 8 名，「毎回同じ流れだったので覚えています」などのように事実として

中立的に述べている者が 10 名であった。教員が主導している言語形式を重視した授業

について肯定的な記述があったのは，教員作成のハンドアウトでの文法のまとめを評

価している 1 名のみであった。否定的，あるいは事実のみを述べた記述からは，自分

の意志で学んでいるのではなく，テストや入試のため，あるいは授業で他律的に学ん

でいたことが推察された。言語形式を重視している授業が印象的だったという理由に

は，以下の記述のように自分が主体的に考えて学ぶことがなかった点を指摘している

者がみられた。  

 

                                                   
6 大学生がナラティブフレームに記載にした内容の引用は，原文の儘である。  
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【学生の記述】  （下線は筆者）  

・特に英語を使わず，教科書にそって授業が行われ，テストが行われていたので，自分から英

語を使うといった感覚があまりなかったから。  

・特に何も考えず自分が決められていた所だけやっていて意味がないと感じたからです。  

 

 また，座学とオーラルコミュニケーションの差について言及している学生は，教員

主導の授業と，自らが考えを述べる授業を対比している。  

 

【学生の記述】  （下線は筆者）  

・座学はずっと先生が板書したものをノートに書きうつし，プリントや問題集をやっていてた

いくつだったからです。オーラルコミュニケーションは自分の意見を言う場面があり，考え

る授業だったのでとても楽しかったです。  

 

 一方，「英会話」「教科書以外」に分類した授業については，以下のような肯定的な

記述が 12 名中 11 名，事実として述べる中立的な記述が 1 名であった。  

 

【学生の記述】  （下線は筆者）  

・このフレーズは，どんな場面で使えるのかを考えて，みんなで一生懸命英語で会話を考える

のが楽しかったからです。  

・実践的に英語を話していることがとても楽しくて使える表現などを覚えていくことができて

いたことです。  

 

これらの学生の記述から読み取れるのは，「教員が～する」のではなく「学生自身が

～する」というように，学生が主語になるような授業が肯定的に捉えられているとい

うことである。学生に考えさせたり，参加させたりする授業，実際に英語を使用する

授業，実践で使用する事を想定できるような授業が，受容可能な学習経験として強く

印象に残っていると言える。  

 

4.2 大学の英語授業を受け始めて驚いたこと 

 大学の英語授業を受け始めて驚いたことについて，共通する内容ごとに分類したも

のを表 2 にまとめている。英語を使用する参加型の授業に，11 名の学生が驚きを感じ

ていた。活動型の授業の具体例としては，ペアワーク，グループワーク，プレゼンテ

ーション，ディベート，日常のシミュレーションを行うなど，活動の中で英語を使用

する機会がある授業が挙げられている。学生の記述から，グループの意見をまとめて

授業で発表するなど，学生自身の参加で授業を進めることが多くなっている様子がう

かがえる。  

高校の英語授業では，前述の表 1 が示すように「言語形式重視」として分類される

授業が印象的なものとして捉えられていた。一方，大学の授業については，表 2 で示

しているように「英語を使用する参加型授業」に驚きを感じている学生が多い。表 1

と表 2 を比較すると，表 1「ネイティブ教員」と表 2 の「ネイティブ教員の多さ」とい
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うコードに類似性は見られるものの，カテゴリー名には共通項目がない。その意味で

は，高校と大学の授業についての学生の捉え方は，異なっていると推察できる。  

 

表 2 大学の英語授業を受け始めて驚いたこと 

カテゴリー名 コード （数） コード数の合計 

英語を使用する参加

型授業 

英語使用の増加（2）/ スピーキングの増加（6）      

/ 活動型の授業（2）/ スピーキングと活動型の授業（1） 
11 

学習の難易度 基礎的な学習の多さ（9）/ 学習進度の遅さ（1） 10 

外国人教員 ネイティブ教員の多さ（5） 5 

授業の種類 
授業の種類の増加（2）/ 授業数の増加（1） 

/ 英語による授業（1） 
4 

個に応じた教育 
少人数授業（1）/ 授業の進め方の柔軟性（1） 

/ 教員との距離の近さ（1） 
3 

特になし 高校と変化なし（1）/ 特になし（2）/ 無回答（1） 4 

 

 ただ，英語を使用する機会が大学で増加したと感じている学生がいる一方で，大学

入学後に予想していたよりも基礎的なことから学び始めるということに，驚きを感じ

ている学生が 10 名いる。中学校や高校で学んだ基礎的な文法を，大学でも再び繰り返

していると感じている学生がいるようである。  

 

4.3 高校時代と大学入学後で，変化した英語学習方法 

 大学入学後は，表 3 で示しているように実際のコミュニケーションを意識した学習

方法をとるようになる学生が多く見られる。特に，英語を話すことに力を入れ始める

学生が特徴的である。また，文脈での学習が増加したという変化は注目すべきである。

例えば，単語学習においてテストのために暗記するというのではなく，文脈の中での

意味を理解するようになったり，自分で調べるようになったりという変化を感じてい

る者がいる。これは，英語をテストのための単なる暗記すべき記号として捉えるので

はなく，具体的な場面の中でどのように使用されるのか，あるいは自分が使用するの

かを考え始めているとも解釈できる。  

 
表 3 高校時代と大学入学後で，変化した英語学習方法 

カテゴリー名 コード （数） コード数の合計 

コミュニケーション

重視 

スピーキング重視（7）/ リスニング重視（2） 

/ 伝える事重視（1）/ 英語使用の増加（1）/ 発音の向上（1）

/ コミュニケーション重視（1） 

13 

文脈での学習 

文脈での意味重視（2）/ 文法ではなく英文の暗記（1） 

/ 英語のままでの理解（1）/ ニュアンスの重視（1） 

/ 授業の中での学び（1） 

6 

学習スタイル 自主的な学習（4）/ 協同学習（1）/ 実践的な学習（1） 6 

目的の明確化 資格試験（3）/ 楽しさの発見（1）/ 自己の成長（1） 5 

英語の捉え方 英語の捉え方（1） 1 

特になし 特にない（4）/ 無回答（2） 6 

 

さらに，特徴的であったのは，高校と大学での学習方法の変化を通して，自分に合

った学習方法を発見したり，自主的な学習・協同学習の効果を認識したりしている学

生がいたことである。具体的な記述例を，以下に紹介する。  
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【学生の記述】（下線と  <  > 内のまとめは筆者）  

・英語を話せるようになるためには，聞くだけではやはり足りず，実際に自分が声に出すこと

で，身に付くスキルなのだと感じています。      <自らに適した学習方法の発見> 

・声に出したり話したり（会話など）する方が印象に残りやすかったり，覚えやすかったりす  

ることだ。                     <自らに適した学習方法の発見> 

・大学での英語力向上は，人に強制されて（高校のように）やるのではなく，自分自身のやる  

気と実行力によって大きく変わると思いました。<自主的な学習の重要性に対する気づき> 

・他の人と意見を共有する事で効率が良く，答えの幅も広がるという事です。  

<協同学習の重要性に対する気づき> 

 

これらの記述から見てとれるのは，大学でコミュニケーションを重視した学習に変

化したことで，実際に英語を使う力を身につけるための学習方法を，学生自身が自ら

考えるようになっていることである。従来の勉強方法では不十分だと感じ，積極的に

外国人教員に英語で話しかけたり，「楽しさ」を目的として英語に触れる機会を増やし

たりするなど，教員から指示されるのではなく自分自身に適した方法を模索している

様子が見てとれる。その方法の中には，個人で学習するだけでなく，他の学生と相談

し教え合う，協同学習を効果的であると見出している者もいる。  

 一方で，高校時代と大学入学後で，変化した英語学習方法について，「特になし」と

記述した学生もいた。その学生の一人は，変化がなかったことに対する気づきとして，

「大学では自分から行動しなければ特に変化はないということです」と述べている。

この学生の考えは，大学の英語教育において，他律的ではなく，いかに学生自身が自

分の学びを振り返り，自分の英語力向上の必要性を感じ，成長のための方法を考える

のかが重要であるということを象徴しているようである。  

 

4.4 大学の英語学習で今後取り組みたいこと 

 表 4 で示しているように 22 名の学生が，今後の大学での英語学習として「コミュニ

ケーション力の向上」に関わることに力を入れたいと述べている。英語を知識として

学ぶよりも，実際に会話などで使用しながら，力を伸ばしていきたいという考えを持

つ者が顕著である。具体的な記述例は以下のようなものである。  

 

【学生の記述】（下線は筆者）  

・海外の人々とも普通に会話できる英語を身につけて，英語を仕事に生かせるようになれるよ

うに取り組みたいです。  

・積極的に英語を“使って”行きたいと思います。  

・英語や多言語を使って様々な人とコミュニケーションを取ることだ。
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表 4 大学の英語学習で今後取り組みたいこと 

カテゴリー名 コード （数） コード数の合計 

コミュニケーション

力の向上 

会話 （6）/ コミュニケーション（3）/ 実際の英語の使用 （2） 

/ 実用的な英語（2）/ 留学（2）/ スピーキング（2） 

/ リスニング（1）/ 会話のための単語（1）/ 略語表現（1） 

/ スピーキング・ライティング（1） 

/ スピーキング・単語（1） 

22 

資格試験対策 資格試験（4） 4 

学習スタイル 自主的な学習（2）/ 継続的な学習（1） 3 

単語 単語（1） 1 

その他 
卒論（1）/ 外国の人とのコミュニティづくり（1） 

/ 大学院入試対策（1） 
3 

特になし 無回答（3）/ 特になし（1） 4 

 

ナラティブフレームでのストーリーの最後に記述した，大学卒業後，英語が自分に

とってどのようなものになるかについては，英語は自分にとって「必要不可欠なもの」

「大切なもの」「かけがえのないパートナー」「財産」「糧」「仕事の幅を広げる手段」「ツ

ール」「道具」などと表現されていた。これらの表現からは，英語を自分の将来の可能

性を広げる役割を果たすものと捉えていることがうかがえる。特に，ツールや道具と

いう言葉からは，実際に英語を使用するという意味合いが感じられる。これは，表 4

のカテゴリーで示しているように，大学で英語のコミュニケーション力を向上させた

いという意向と対応している。  

 

5. 考察: 英語学習の捉え方の変化  

 ナラティブフレームへの記述から，高校時代の英語授業で印象的なこととして，教

科書等を用いて教員主導で行われる文法や語彙学習を重視した授業が特徴的であるこ

とがわかった。今回の調査はナラティブの手法をとっており，学生自身が印象深く捉

えた授業の記述であるため，実際の高校の授業において教員主導の授業が多かったか

どうかは明らかではない。しかし，学生自身の英語学習経験の記憶として，高校での

授業に自ら主体的に取り組んだ，あるいはコミュニケーションを意識した授業が多く

あったという意識が薄いということは，確かに見てとれる。  

大学入学後の英語学習については，英語を使用した参加型の授業が増加したことに，

驚きを覚えている学生が多い様子であった。大学入学後，コミュニケーションを重視

した英語の学習方法を学生自身がとるように変化したことは，大学での授業形態が影

響を与えているのではないかと考えられる。これは，既出の Peng（2011）が，学習者

の英語学習への考え方が授業内容や方法によって影響を受けて変化すると示唆したこ

とと共通している。本研究の対象者で言えば，知識として英語を学ぶのではなく，英

語を使用できるようになることが主な目標に変化している。  

大学での授業が実践的なものであると考える学生がいる一方で，大学入学当初は，

中学校や高校で学んだ基礎的な文法を繰り返し授業で扱っていると感じている学生も

いた。今回の調査では，基礎的な学習をどのように学生が受け止めているかまでは明

らかにできていない。ただ，記述から推察できるのは，大学では高校とは異なった授
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業が実施されると期待されていたのではないかということである。  

基礎的英語力を十分に身につけずに大学に進学する学生もいることから，基礎力の

育成はもちろん必要である。しかし，学生が高校での学習経験を否定的に捉えている

場合は，大学で高校と同じ授業方法を継続することは効果的でないと思われる。本調

査からは，教員主導型で言語形式を指導する授業について否定的に捉えている者が多

く見られた。そのため，言語形式を指導する場合は，単に文法説明や機械的な練習に

とどまるのではなく，意味内容の伝達を目的としたコミュニケーションの中で，文法

などの言語形式に注意を向けさせるフォーカス・オン・フォーム（Focus on Form）の

アプローチを用いる工夫が必要である〔髙島  2011〕。  

フォーカス・オン・フォームのアプローチによる言語活動の具体的な例は，髙島（2005, 

2011）や今井・髙島（2015）に紹介されており，大学生の基礎的な英語力を育成する

ための言語活動作成の参考になる。例えば，本研究の対象者である大学生が現在完了

を学ぶ場合であれば，「海外からの留学生のための北海道研修旅行を企画しよう」とい

う課題解決型の活動に取り組むことが考えられる。具体的には，これまで留学生が日

本で経験したことについて書かれた英文を読み，その情報を基に研修旅行を企画する

という活動である。学生が読む英文に，現在完了を多く用いることで，英文の意味を

理解する過程で現在完了の形式にも学生の注意を向けることがねらいである。さらに，

研修旅行の企画を発表する際には，なぜその企画が良いのかという説明を求めること

で，留学生の情報にも言及し現在完了を用いることになる。このように，課題解決の

ために目標文法項目を使う言語活動を授業で実施することで，実際に使いながら基礎

的な文法項目を学ぶことができる。奥羽・福元（2013）が述べているように，大学リ

メディアル英語教育では，単に中学・高校の復習をするというのではなく，英語学習

の成功体験を積ませることが必要である。大学生の興味・関心に応じたテーマをとり

入れ，学生自身に授業の主導権を任せるような授業形態とすることで，大学生の意欲

を高めながら指導することが可能となると思われる。  

本調査の記述からは，自分自身に適した学習方法を見つけている学生がいることが

わかる。それらの学生は，大学の授業において自らが英語を使うという場面の中で，

自分の力が不十分であるということを実感し，どのようにすれば英語を「使える」よ

うになるかを考え，自分にとって効果的な方法を試行錯誤しているようである。「高校

時代と大学入学後で，変化した英語学習方法と気づき」に関する記述には，学生によ

っては自らの学習内容や学習方法を管理している内容もあり，自律した学習者の特徴

を示し始めている者もいることが見てとれる。  

まとめとして，本調査から大学生が英語学習において自律性を高めていく際，学生

は以下のような経験を経ていると考えられる。  

 

(1) それまで経験してきた学習方法のままでは，実際に英語を使用する力をつけること

ができないと感じる機会がある。           <自己の英語力の評価> 

(2) 不足している力を補うために，自分にとって効果的な学習方法を見出そうとしてい

る。                                   <自ら見つけた学習方法の実践>  

(3) 卒業後の英語使用を想定しながら英語学習を捉え，何のために英語を学習している 
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    のか，自分自身の目的を見つけている。        <目的の発見>          

 

 自らの英語力の不足を認識し，英語力を向上させるための方法を自ら試みていくこ

とで，自律性を高めることが可能になると考えられる。そのためには，授業の中でス

キルとしての英語運用力が不足していると認識できるような言語活動を実施する必要

がある。  

 

6. おわりに 

本研究では，ナラティブフレームを用いて，高校から大学での英語学習に移行する

中で，大学生がどのように英語学習を捉えているか，また将来，英語が自身にとって

どのようなものになると考えているかについて，情報を収集した。本研究は限られた

人数を対象とした調査であったため，大学生の英語学習の一端を映し出したに過ぎず

一般化をすることは難しい。しかしながら，調査結果からは，英語学習を進める中で

大学生が効果的な学習方法について考え，自律した言語使用者になろうとしていく過

程が浮かび上がってきた。その過程においては，自身の英語力の不足を認識し，目標

とした力をつけるためにどのように学習をすればよいかを自ら考え，卒業後に社会人

として英語を使用することをイメージしている様子が明らかになった。  

自律的な言語使用者になるためには，どのようなことが必要であるか。今回の調査

で得られた記述からは，大学生にとって主体的に参加できる活動型の言語活動を授業

の中で経験することが大きなきっかけになったと推察できる。いかに学生が主体的に

取り組むことができる授業を実践するかが，学生の自律性を高めるためには重要であ

る。 
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