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国として英語教育をどう考えるか



グローバル人材育成推進会議 のまとめ

我が国がこれからのグローバル化した世界の経済・社会の中にあって育成・活
用していくべき「グローバル人材」の概念を整理すると、概ね、以下のような要素
が含まれるも と考 られるが含まれるものと考えられる。
要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力
要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任

感・使命感
要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンテティー

グローバル人材の能力水準の目安を(初歩から上級まで)段階別に示すと、例え

ば、以下のようなものが考えられる。
① 海外旅行会話レベル
② 日常生活会話レベル

③ 業務上の文書・会話レベル
④ 二者間折衝・交渉レベル

⑤ 多数者間折衝・交渉レベル⑤ 多数者間折衝 交渉レ ル

目指すは
Multilingual か Plurilingual か

「いくら頑張っても帰国子女には勝てない」



アメリカ

アメリカの考え方・ヨーロッパの考え方
アメリカ

Multilingualism （bilingualism)：

いくつもの「母語」が存在する状態（個人の中にも、社会の中にも） （Ｂｉｌｉｎｇｕ
ａｌｉｓｍも基本的に同じ概念）

移民の人は、日常生活から仕事、教育のあらゆる場面で英語ができ
なければ生きていけないなければ生きていけない

ヨーロッパ
Plurilingualism: 
一個人の中に その個人の必要性にあった言語力が存在する状態個人の中に、その個人の必要性にあった言語力が存在する状態

ヨーロッパでは、仕事や教育に主に外国語が必要（英語を含

め）

Coste Moore & Zarate (2009) ) Plurilingual and Pluricultural Competence Council of Europe LanguageCoste, Moore & Zarate (2009) ) Plurilingual and Pluricultural Competence. Council of Europe, Language 
Policy Unit

国際共通語としての英語の目標

国際共通語として英語力向上のための５つの提言と具体的施策の報告書から：

相手の意図や考えを的確に理解し、自らの考えに理由や根拠を付け加えて、論理的に説明
したり 議論 中 反論したり相手を説得したり きる能力

(Anderson & Krathwohl, 2001)

したり、議論の中で反論したり相手を説得したりできる能力

（言語力の育成）



上智大学の取り組み

キャンパスのグローバル化

（留学生と日本人学生が 緒に学ぶ（留学生と日本人学生が一緒に学ぶ

外国語（特に英語）教育の改革

3言語X３視座による複合的

グローバル・コンペテンシーの育成

日本

発信力

地域多様性

理解力

地球的課題

発見解決力

日本の立場 多様な地域の問題 グローバル・イシュー

日本語 専攻言語 国際共通語

としての英語

外国語学・グローバル教育センター



日本人の学生と留学生が

一緒に学び合えるプログラムづくり

英語による学位取得ブログラムの増設

緒に学び合えるプ グラム くり

英語 増

国際教養学部
グローバル・スタディーズ研究科
外国語学研究科言語学専攻 プ グ ム外国語学研究科言語学専攻TESOLプログラム

理工学部理 学部
理工学研究科

グリーン・サイエンス
グリーン・テクノロジーグリーン・テクノロジー

地球環境学研究科

今後

経済学科・経営学科

新聞学科

言語教育研究センター （CLER）

カリキュラム ポリシーカリキュラム ポリシー

21 世紀を迎えてグローバル化が進み、世界の環境は様変わりし、社会が
さまざまな言語や文化的背景をもった人びとで作られているという視点が重要
になってきている。世界には数千とも言われる言語が存在し、多種多様な文化
が、世界の隅々にまで息づいている。そのために、このような複雑で多様な現
実と直に向き合って適切に関わり、その状況に力強く、それでいて、柔軟に対
応できる有為な人材の恒久的な育成が求められている。多様性を持った内容
豊かな外国語教育こそが今の時代と社会に相応しい人材を創り出して行くた豊かな外国語教育こそが今の時代と社会に相応しい人材を創り出して行くた
めに必要なのである。

上智大学言語教育研究センターでは、このようなグローバル化、多様化の
進む世界の中で活躍していくために必要な様々な外国語の運用能力を学生に進む世界の中で活躍していくために必要な様々な外国語の運用能力を学生に
身につけさせるとともに、グローバル化する大学教育において、外国語を使っ
て自らの考えを論理的に構成し、発表し、更に議論できる素地を育成すること
を目的としているを目的としている。



CLER設置の目的

●語学教育の質的充実 Improvement of   
f i l d iforeign language education

基本 念基本 念●基本理念基本理念 Basic PrincipleBasic Principle

〇 アカデミック語学力の育成

Cultivation of Academic language abilities

目標● 目標

複言語主義 Plurilingualism

CLERの全体像CLERの全体像

TEAPなどの
FDTEAPなどの

テスト部門

FD
講演会, ワーク
ショップなど

一般外国語
教育

G l F iGeneral Foreign 
Language 
Education一般向け講演

会 ポジ 語学プログEducation
会、シンポジ
ウムなど, 
symposia

語学プログ
ラムの開発

学習サポート・プログラム
Self-Learning system



英語教育の改革英語教育の改革

必修単位を４単位に削減

の導入CLILの導入

カリキュラムの特徴
入学から卒業後までを見据えた体系的かつ段階的なカリキュラム編成■ 入学から卒業後までを見据えた体系的かつ段階的なカリキュラム編成

■ CLIL（内容言語統合型学習）による最先端かつ
国際基準の必修科目国際基準の必修科目

**各学科に対して、専門分野の入門科目をCLILとして英語
で提供するよう依頼 (学科科目として外国語を導入依頼）

■ 学生および社会の多様な英語ニーズに応える
豊富な選択科目群

■ 英語習得の意欲が高い学生を伸ばす自由度の
高い履修形式

全学共通科目とし 単位ま 外国語履修 能**全学共通科目として８単位まで外国語履修可能

■ 原理に基づくカリキュラム設計、教員研修、
プ グプログラム評価



カリキュラム 全体像
１年次 ： 英語で学び考える academic bilingualism の習得

Academic Communication I Academic Communication IIAcademic Communication I
(English for Academic Purposes)

Academic Communication II
(Content & Language Integrated 

Learning)

文献 読み方 議論 方法 知識 活用 共 同 学 習文献の読み方 議論の方法

論文の書き方 調査の方法

知識の活用 共 同 学 習

批判的思考 国際的視点

２～４年次 ： 英語で専門性を高める specific plurilingual 能力の習得２～４年次 ： 英語で専門性を高める specific plurilingual 能力の習得

Academic English 科目 Professional English 科目 Practical English 科目

Histor Ps cholog 通訳英語 報道英語 口頭発表 E メ ルHistory Psychology
Economics Law

通訳英語

金融英語

報道英語

法廷英語

口頭発表 E メール
会 議 TOEIC

卒業後 ： 英語で課題を達成する global English competence の活用卒業後 ： 英語で課題を達成する global English competence の活用

就 職 進 学

企画する 協働する 知識を磨く 調査をする企画する 協働する

提案する 解決する

知識を磨く 調査をする

技能を磨く 実験をする

学習サポート体制学習サポ ト体制

授授 業業 学学 習習
必必 修修 科科 目目

選選 択択 科科 目目

学学 習習 支支 援援
CC

学学 習習 成成 果果
L L CL L C

EE ラーニングラーニング
T E A PT E A P

英語履修カルテ英語履修カルテ



言語学習センター
Language Learning Centerg g g

Writing 
tutor system 

LanguageLanguage  
tutor system

Language 
learning 

advisor system

学習成果の評価



(財)日本英語検定協会 上智大学との業務提(財)日本英語検定協会、上智大学との業務提
携による

「アカデミ ク英語能力判定試験」（TEAP)「アカデミック英語能力判定試験」（TEAP)
http://www.eiken.or.jp/teap/

The characteristics and merits of TEAPThe characteristics and merits of TEAP
Meant basically for third year high school students, TEAP is recreated 
under the assumption that it will be used for university entrance 
examinations The contents of the test are created to the kind of Englishexaminations.  The contents of the test are created to the kind of English 
proficiency required to cope with English-taught curricula in universities. 
The range basically covers proficiency levels covered by STEP Pre-level 
2 t P l l 12 to Pre-level 1.

Measures all four skills ‘reading’, ‘listening’, ‘speaking’Measures all four skills reading , listening , speaking  
and ‘writing’.

入学から卒業までの学習の流れ

入学基準
TEAP （アカデミック英語能力判定試験）

入学基準

Placement Test
TEAP

各 階

TEAP

各段階での評価

TEAPCLIL

卒業時

TEAPCLIL

留学 就職
IELTS/TOEFL/英検 TOEIC/BULATS/英検
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