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発表の目的

① バイリンガルALTの実態を知る

② ALTの多様性を意識する

③ バイリンガルALTとの授業の可能性

④ 今後の課題



バイリンガルの定義

「２（+）言語併用話者」

バイリンガル話者の言語使用や言語習得の経験は、
モノリンガル話者と根本的に異なるものである。
バイリンガル＝１人の人物の中に２人のモノリン
ガルが入っているわけではない（Grosjean, 2008）。

Grosjean, 2008; 2010;グロジャン、 2018を参照



1. 制度がALTに無関心？

2. バイリンガルALTの実態

3. バイリンガルALTの現状と課題

4. ALTの言語リソースを生かす意義
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ALTの活用
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ALTは7割以上の外国語の授業に参加していて、非常に重要な存在。

しかし、政策文書等にはほとんど取り上げられない。

（文部科学省、2018b)



指導要領の唯一の言及：

政策文書上のALTの問題点

学級担任の教師又は外国語を担当する教師が指導計画を
作成し，授業を実施するに当たっては，ネイティブ・スピー
カーや英語が堪能な地域人材などの協力を得る等，指導
体制の充実を図るとともに，指導方法の工夫を行うこと。

（文部科学省、2017b、p.162/177)

ALT（？）に関する言及が中学校・高等学校指導要領と
同一の文章

（文部科学省2017d, p. 151; 2018, p. 178/473)

6



ALTの二重の役割

（文部科学省、2017a, pp.109-110）
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ALTや留学生，地域に住む外国人など，異なる文化をもつ人々と
の交流などを通して，体験的に文化等の理解を深めることが大切
になる。

(文部科学省、2017c, p.27)



ALTの二重の役割

（文部科学省、2017a, pp.109-110）
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ALTや留学生，地域に住む外国人など，異なる文化をもつ人々と
の交流などを通して，体験的に文化等の理解を深めることが大切
になる。

(文部科学省、2017c, p.27)

ALTに二重の役割が期待されている：
① 言語（英語）エキスパート
② 海外文化インフォーマント



ALT制度の問題点
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・７０％以上のクラスに参加
・言語・文化的役割を担っている

教室にいるALT
たち

制度上の
ALT

・教員養成課程にALTとのTTはほとんど取り上げられていない
（松本、２０２０）
・指導要領等の資料において：

・どのようにTTをすればいいか、言及ほとんどなし
・ALTとはどのような存在か、ほとんど言及なし

7割以上の授業に参加しているにも関わらず、
制度上ALTがほぼ透明人間になっている

資料等に言及があっても、一貫して「ネイティブスピーカー」になっている。



英語母語話者以外のALTな年々増加して、研究にも取り上げられてい
る（例えば、Mahoney, 2020; 杉本・山本, 2019）。

多様化しているALTたち

ALTは英語母語話者だけではない

（特にタガログ語母語話者ALTが急激に増えてい：Kano, et. al, 2016）
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（母語以外の言語も含む）言語的レパートリーを十分に
考慮した研究はまだ現れていない

ある大規模調査によれば、小学校のALTの約26％が英語圏以外の国
から来ており、32％が英語以外の言語を母語としている (上智大学、
2017)。



多様化しているALTたち
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問題提起：

バイリンガル話者の言語使用や言語習得の経験は、モノリンガル話者と
根本的に異なるものである（Grosjean, 2008)ため、バイリンガルALTがモノ
リンガルALTとは異なる形で外国語教育に貢献できると考えられる。

しかし、どのような言語的・文化的リソースを持っているかが知らないと、
それらのリソース教育に還元させることが難しい。

1）バイリンガルALTの割合を把握するとともに、

2）バイリンガルALTが抱いている課題を明らかにする必要がある。



2. バイリンガルALTの実態
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英語バイリンガル, 13%, n=23英語, 81%, n=146

英語以外のバイリンガル, 2%, n=4英語以外, 4%, n=8

英語（モノリンガル）母語話者が圧倒的大多数

ALTの母語
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＊すべての回答が自己報告

Pearce (forthcoming）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



初級, 30%, n=54全く話せない, 1%, n=2

ネイティブまたはネイティブレベルに近い, 4%, n=7上級, 15%, n=28

中級, 50%, n=90

ほとんどのALTがある程度の日本語力を有する

ALTの日本語力
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＊すべての回答が自己報告

Pearce (forthcoming）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



毎回使う, 5%, n=9

頻繁に使う, 8%, n=14

良く使う

20%, n=36

たまに使う

28%, n=51

あまり使わない

10%, n=18

ほとんど使わない

22%, n=41

全く使わない, 7%, n=12

授業では日本語を
どのくらいの頻度
で使いますか？

半分近く（48％）が
「たまに使う」
「良く使う」

授業内の日本語使用
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日本語の使用について

17

会社からは日本語の使用が禁止されいてる（そうでなければ、もっと使
うかもしれませんが）。とはいえ、学級担任のために日本語[で発言を]

を静かに繰り返したり、過去形や現在形などの難しい文法を児童に説明
するために日本語を使ったりする必要があることもあります。

We’re instructed by our company not to use Japanese at all (or I would probably

use more). That said, it’s sometimes necessary for me to repeat myself in

Japanese quietly for the HRT’s benefit, [or] use Japanese to explain hard

concepts to students, such as past and present-tense [sic].

派遣会社 ＝ English-onlyの傾向が強い



One, 32%, n=58None, 44%, n=79

Three or more, 9%, n=17Two, 15%, n=27

英語・日本語以外の言語が使用できるALTが多数
（５７％）

日本語と英語以外に使用できる言語
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＊すべての回答が自己報告

Pearce (forthcoming）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



授業では日本語と英語
以外を、どのくらいの
頻度で使いますか？

8割（82％）が
「全く使わない」
「ほとんど使わない」
「あまり使わない」

授業内の日本語・英語以外の使用

1919

頻繁に使う, 1%, n=2 良く使う, 1%, n=2

たまに使う, 
17%, n=30

あまり使わない, 
19%, n=34

ほとんど使わない, 
36%, n=65

全く使わない, 

26%, n=48

毎回使う, 0%
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I teach greetings in multiple languages in our lessons about other countries.

I also teach the song Feliz Navidad in December. I feel this is too surface

level, and I’d like to do more. I wish HRTs would encourage this more too.

他の国についてのレッスンでは、多言語での挨拶を教えています。
12月にはFeliz Navidadという歌も教えています。これはあまりにも表
面的なことなので、もっとやってみたいと思っています。学級担任
ももっと奨励してほしいです。

授業内の日本語・英語以外の使用

ALTがもっと言語的多様性を導入したい
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小学校外国語活動は、「英語ONLY」パラダイムにとら
われ、言語レパートリーをフルに生かせていない状況

世界には英語以外の言語を話す人々も多い。そのことから，
世界の人々を理解するには，英語以外の言語を使う人々の
日常生活も取り上げることが大切である。 (文部科学省、
2017c: 134)

英語以外の言語を隠すことで、世界の人々を理解できるか？
せっかくあるリソースを生かした方が豊かな学習を促せるのでは？

しかし、指導要領解説では・・・



3. バイリンガルALTの現状と課題
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「English-Only」パラダイムに置かれているバイリン
ガルALTは、二重の役割をどう捉えている？

インタビューの目的

23



「English-Only」パラダイムに置かれているバイリン
ガルALTは、二重の役割をどう捉えている？

インタビューの目的
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氏名 性別
勤務
年数

出身国 母語 母語以外の言語

May 女 3 フィリピン タガログ語・英語 日本語（中級）

Josh 男 10+ 米国 英語
日本語（ネイティブレベル）、ルーマニア語（初級）、フラン
ス語（初級）、スペイン語（初級）、韓国朝鮮語（初級）

Célia 女 2 フランス フランス語・英語 日本語（中級）、スペイン語（上級）

Luuk 男 5 オランダ オランダ語 日本語（上級）、英語（ネイティブレベル）

Angel 女 3 シンガポール 英語
中国語（上級）、韓国朝鮮語（中級）、フランス

語（初級）

Martin 男 10+ 米国 英語
フランス語（中級）、スぺイン語、イタリア語、
ポルトガル語、スウェーデン語（初級）、手話

Logan 男 10+ カナダ
英語・ウクライナ

語
フランス語（中級）、ドイツ語、スペイン語（初

級）

Zain 男 5 米国 イタリア語・英語 日本語、ドイツ語、スペイン語（上級）

ピアース (2021、投稿済）
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テーマ：役割

テーマ分析による、4つのテーマが抽出された：

① 「英語」
② 「その他の言語」
③ 「文化」
④ 「教育的信念」
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テーマ：英語

たぶん最後の10分で、その日学んだキー・センテンスをひとつ書かせるような紙を先生が用意しているので、
私は直接かかわらない。（May)

会話のモデルとなるようなものがたくさんあって、先生と自然なスピードでの会話を実際に見せようとして
います。（Angel）

スモール・トークというのは、ここ数年の間に授業に取り入れられてきたものです。（Josh）

先行研究と同様、ALTとのTT授業はスピーキング活動が中心

…英語は一つではないということを、理解してもらおうとしてるんです。たとえば時々、英語の単語を発音
したあとに、「あれ、こんな音だったっけ？」と自分で言ったりして。(Célia)

児童には、いろんな英語があるんだよと、私がアメリカ人だからって、私の真似をしてそっくりの音を出さ
なきゃいけないとか、そういう心配はしないでねって、好んでよく言うんです。（Martin）

World Englishes（英語の中の多様性）を意識している
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テーマ：その他の言語

時々、オランダ語を少し入れたりしますね。そしてその、この"g"の音、どうやって出してるのか、考え

てみてもらうんです。あるいはドイツ語を少し入れたりですね、私はドイツ語も、児童に印象付ける程
度にはできるので、あるいはフランス語も（Luuk）

音声の特徴に気づいてもらうために導入しているALTもいる

（学級担任がやらなくてはいけない）授業がたくさんあったら、たぶん先生たちはそんな余分なことは
聞かないでしょうし、タガログ語でどう数えるかとか、フランス語でどう数えるか、なんて教えないで
しょう。でも、もし時間の余裕があって、あとオープンな先生だったら、教えたいと思うんじゃないで
しょうか。全員がそうとは限りません。何度も言いますけどやっぱりそれは先生によるので。（May）

時々、ほんの少しだけ教科書に載っていることもあります。だから、「外国語活動」と呼ばれているんで
すよね、実際には英語の授業だけだけど。でも、教科書の最初のほうでは各国の挨拶やら国旗が載ってる
のはしています。といってもそれってまだまだ初歩的なことですけどね。（Luuk）

① 他言語の導入は学級担任やに教科書内容に左右される

② 教科書における言語の多様性は表面的である

英語だけで挨拶しても、飽きてくるから、色々な言語を混ぜて挨拶したりしています。（ Célia）
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テーマ：文化

…ここで大事なことは、外国人としてそこにいる、ということです。小さな子供たちが、日本の外にはす

ごく広い世界があるってことを知るのを助けること。そして、子どもたちが思っていることに疑問を持っ
たり、外国人というのは教科書に載っているような人ばかりではないことに気づくこと。そして、私の国
もそうですけど世界の他の場所への興味を高めてもらうことです。（Angel)

シンコ・デ・マヨの話をして、南米とアメリカの両方でそれがどんな風に祝われているのかを話します。
かなり違う祝い方をしますからね。（Célia）

Hi Friends の教科書では、単に絵がいっぱいあるだけで、内容があんまりないんですよ。(Angel).

① 他言語より、多文化には少し自由度が高い

② （言語と同様）教科書における異文化に関する内容は表面的である
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テーマ：教育的信念

児童にもっと多くの言語を紹介するのはいいことだと思います。たくさんの言語を全部マスターする必要は
ないですが、どれか外国語を学びたいと思ったときのために、一般的な知識を増やしたり、さまざまな言語
への興味を増やしてあげるのに役立つと思いますね。（Angel）

日本人には、外国人はアメリカ人で、あるいは外国人は白人のアメリカ人だと思ってる人もいます。それは
変わってほしいところです。（May）

目標は英語を教えることではなく、将来英語を学びたいと強く思わせることです。（May）

言語習得について読んだんですけど、幼少期に耳にする音が非常に重要だと、そうじゃないとある種の音は聞
き取れなくなると。だから、いろんな言語の音に触れさせた方がいいのではないかと思います。（Luuk）

言語を教えることが目的ではないと思うんですよ。大事なのは、言語を学ぶための方法を教えることだと思
います。好奇心を育むべきで、言語習得のスキルを育むべきなのであって、言語を教えることではない。子
どもたちの脳は今、物事を学ぶ方法を学ぶようにできてるからです。これは外国語だよ、これは英語だよ、
これは違う言語で「私」と言う言い方だよ、というだけではダメだと思うんですが、何しろ私たちがやって
いることはそれなんですよね。（Zain）

教育的信念はさまざまであるが、英語のモデルをするだけでなく、言語・
文化的多様性をより重視してほしいという考え方が共通している
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① バイリンガルALT多様性を意識して、もっと取り入れたがっている。

テーマのまとめ

② 学級担任が多言語・多文化に対して積極的でないと、ALTの力だ
けではなかなか生かせない

③ 教科書に取り上げられるときのみに多言語・多文化に触れる（教
科書の縛りがある）

④ もっと積極的に入れたいが、教育的に導入する方法がわからない



4. ALTのレパートリーを生かす意義
31
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バイリンガルALTのレパートリーを生かす意義

「日本語と外国語との違いに気付く」
「外国語の背景にある文化への理解を深める」

(文部科学省、 2017b p.156)

指導要領の「目標」には：

英語中心に授業を展開しても問題はないが、
English-onlyに縛られる必要はない
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バイリンガルALTのレパートリーを生かす意義

① モノリンガルが多様な言語に触れることで、後の言語習得が促進さ
れる（Bice & Kroll, 2019)。

② 「多様性への興味」、「よく知らないものへの開かれた態度」、「言語
を学習する意欲」、「音素の記憶と弁別能力」を育成するのに複数言語
を取り入れた「多元的アプローチ」が有効（Candelier, 2003）。

③ 多元的アプローチはすでに日本の小学校では注目されはじめてい
ますが・・・（大山、2019; Oyama & Pearce, 2019）

ALTとのTTで多元的アプローチの在り方がまだ検討されて
いないので、今後の課題となります。
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どのような活動が考えられる？

・文化面：ALTには英語圏以外の文化を紹介するとともに、関連するキーワー
ド等

・英語圏以外の国における英語の使用に関する情報提供（どのような特徴が
あるか、社会的位置づけはどうなっているか、日本との比較など）

・ALTと学級担任が児童と一緒に学習者になり、様々な言語を通して、言語
について学んでいく

・いろんな活動を通して、言語学習と同時に、メタ言語知識を身に着ける活動
が考えられる

・「言語景観」（Melo-Pfeifer & Lima-Hernades, 2020)などの、日本とALTの国
における看板等の言語表記の比較を通して、社会言語学的な考察を行う
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十分に準備ができたら、バイリンガルALTのと授業で

バイリンガルALTのレパートリーをどのように生かせる？

①「日本語と外国語との違いに気付く」、「外国語の背景にある
文化への理解を深める」ことと、②英語以外の言語を使う人々の
日常生活も取り上げること（文部科学省、2017a/b)

ALTの多言語を授業に導入するにあたって、最低条件は？

① 学級担任がALTの背景を知ること（十分に知る機会を確保する
必要がある）。

② 学級担任・ALT両方とも他言語を導入する意義を理解し、共有
する必要がある。

③ 授業実施に当たっては、十分に打ち合わせができること

が、一石二鳥？
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今後の課題

① ALT政策を刷新すること。

② 教員養成課程にTTを導入することと、他言語アプローチ（大山、
2019; 吉村・ヤング、2016）を導入すること。

③ ALTとの多言語・多文化授業の実践研究を行うこと。
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