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2. 女子大学でのリーダーシップ教育と英語の使用 

 

奥切 恵 

 

Use of English to Promote Leadership Program Goals at a Women’s University in Japan 

 

Megumi OKUGIRI 

University of the Sacred Heart, 4-2-24, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 

 

Abstract  

 This case study looks at the use of English in a leadership education program for female students in Japan. 
It has been crucial for particularly female students in Japan to be able to manage English in communicating 
with people on the globe to have a better job opportunity. The program emphasizes English use among Japanese 
learners, teamwork, diversity, and provides an internship experience and opportunities speaking English as a 
lingua franca, and the whole program including the internship is implemented in English. Student confidence 
in the use of English was investigated by means of an online questionnaire, asking questions regarding student 
awareness of accepting cultural differences and diversity in teamwork, and confidence in English use during 
team communication in two different interlocutor groups: native English speakers and non-native English 
speakers. Twelve participants answered the questionnaire. The results of this study and the follow-up study 
indicate that English as a lingua franca can increase confidence in English use, acceptance of personal diversity, 
and more effective team communication. However, it suggests a possible effect of the English proficiency level 
of each learner. The findings imply that communication with a English native speaker might not give a positive 
effect on Japanese learners, instead having more opportunities to communicate with non-native speakers of 
English might contribute to their proficiency and confidence in English use.  
 

Key Words: Leadership, Japanese students, Education, English as a lingua franca, Confidence. 
 

 
1．緒言 

 

日本では少しずつ女性の社会進出の遅れについて深刻さ

に気づく人々も多くなってきた．しかし 2018 年の Global 
Gender Gap Report（World Economic Forum, 2018）(1)による

と，日本の保健分野，エンパワーメント，労働市場におけ

る男女差は世界の 149 カ国中 110 位という結果であり，日

本の人々が想像する以上に女性の社会進出が立ち遅れてい

る．さらに，この Global Gender Gap Report は日本でも知ら

れるようになってはきてはいるものの，実際にこの結果を

意識しているのは一部の人口に限られているのが実状であ

る．Usui, Rose, and Kageyama (2003)(2)は日本の女子大学の

ほとんどは 20 世紀初旬に良妻賢母の育成を目的としていた

こと，さらには学を積むことにより「お嫁に行けない」と

心配する親が多かった事実を指摘しており，現代でも未だ

自分の娘に対して，お嫁に行って良妻賢母となることがい

ちばんの幸せと考える親も少なくない．Bobrowska & 
Conrad (2017)(3)も，過去 25 年で日本で起業する女性の数が

増えていないことから，女性の社会進出が日本においては

ほとんど進んでいないことを問題視している． 
しかし大学などの高等教育，特に女子大学においてはリ

ーダーシップ教育が，これからの日本における女性の社会

進出だけでなくグローバル社会での活躍において，今まで

になく重要視されており，注目度も増してきている．さら

に国外のみならず国内においても，リーダーシップや円滑

なチームワークにおいては高いコミュニケーション能力が

必須で，特に英語使用や異文化理解の必要性が高まってい

る．国内では，楽天やファーストリテイリングなど，

Englishnization に踏み切る会社も増え続けている．英語の使

用はリーダーシップにおいて，特に女性にとっては社会進

出への一つの切り札となる．言語運用能力においても第二

言語を学ぶ上で，女性の方が言語習得能力が高いとする研

究者もいるが (Li, 2005)(4)，Cambridge English Language 
Assessment (2015) (5)のような最近の研究によると，第二言

語において英語学習能力における性差はないが，英語を使

って社会やコミュニティーと繋がろうとする姿勢が女性に

多く見られることが言語使用の差につながると結論づけて

いる．さらに，小林(2005) (6)と Wang (2015) (7)は社会または

教育における男女差別が要因で，「理系は男性のもの」とい

う概念が未だはびこり，女性は「理系は私には無理」と自

己効力感が弱いことも指摘している．それにより言語や文

学を学習分野として選択する女性が多い．日本ではそれが

功を奏して英語学習に明るい未来を重ねているのかもしれ

ない．言語運用能力を高ようとする女性の人口がたまたま

多いということにより，社会進出に繋がるチャンスも増え

るということになる． 
しかしながら，実際に英語を使うことができるのに，そ

の使用に自信がない学生が多く，社会の最前線で活躍する

ことを諦める学生もいる．これについては後に過去の研究

結果とともに説明するが，本論文は，世界でのリーダーと

なるために女子大学生が自信を持って英語を使い，社会で
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活躍するチャンスをつかむための状況を作り出す方法を探

る． 
聖心女子大学においても，2018 年よりグローバル・リー

ダーシッププログラムという英語によるリーダーシップ教

育プログラムが立ち上がり，チームワークとコミュニケー

ションに焦点をあてたサーバントリーダーシップ(Greenleaf, 
1998)(8)を主とした教育を実施している．このプログラムの

履修生は，2 年次と 3 年次の 2 年間でリベラルアーツや英

語コミュニケーションを習得しながらリーダーシップを学

ぶ．このプログラムでは強いリーダーを育てることより

も，グローバル時代における Sustainable Development Goals
を達成するための多文化におけるリーダーシップの資質や

チームでスムーズに働くためのコミュニケーション能力の

育成を目的とする．例えば大規模な利益追求型のリーダー

よりも，様々な文化や背景を持つチームメイトと上手に協

議・交渉・共同し社会貢献するような非営利組織や非政府

組織など，規模に関わらずアクティブなグローバルリーダ

ーになるためのスキルを習得することを目的とする． 
それでも多くの人々が「リーダー」といえば強くメンバ

ーを想像しがちだが，まず他に奉仕し，その行動が他を導

くというサーバントリーダーシップは特に日本の女性が得

意とするスタイルだと考えられる．チームで行動し，周囲

とのハーモニーを大切にすることはサーバントリーダーシ

ップにおいては大切な要素である．これに積極性や多様性

に対する理解があれば，良きリーダーにも良きフォロワー

にもなることができる．特にこのスタイルのリーダーシッ

プにおいては，チームメイトまたはフォロワーを理解し受

け入れることで信頼を受けることが重要とされる．多様性

を理解するには，自分自身が他文化を知ることが多様性理

解の第一歩となる．同時に，他文化を知るためには，外国

語学習が有益であると考える． 
聖心女子大学のグローバル・リーダーシッププログラム

では初年度に，サーバントリーダーシップを含む様々なリ

ーダーシップスタイルについて知り，チームワークでの多

様性のメリット，英語のスキル向上を中心に学び，2 年目

では非営利組織や非政府組織を中心としたインターンシッ

プや，独自のイベント開催に向けてのプロジェクト型学習

を通して，女子学生が社会貢献しながら社会進出するスキ

ルを身につける． 
さらにこのプログラムで強調しているのは，リンガフラ

ンカとしての英語使用である．リンガフランカは，共通の

母語を持たないノンネイティブ同士で話す言語のことであ

る．例えば，日本語とタイ語を通常使用している人々が英

語でコミュニケーションをとる場合のような言語使用であ

る．このグローバル社会で最も多く話されている言語は英

語であるが，英語を第一言語として話す人口よりも，第二

言語として，またリンガフランカとして使用する人口が世

界中で最も多い．具体的には，第一言語として話されてい

る言語で最も多いのが中国語でその人口は約 9.2 億人，ス

ペイン語が 4.6 億人，次いで英語が 3.8 億人だが，ビジネ

スや留学など，第二言語として使われている言語で最も多

いのは英語でその人口は約 7.5 億人である（中国語は約 2
億人）（Ethnologue, 2019)(9)．リンガフランカとしての英語

教育ではネイティブのような英語使用レベルを目指すので

はなく，多様性を認めつつコミュニケーションツールの一

つとして使用する言語を指すことが多い．本研究では，英

語ネイティブスピーカーに対する英語使用よりも，日本人

同士や英語を第二言語として使うリンガフランカとしての

英語を使用することにより，女性のリーダーシップ教育の

充実を目指すことができ，英語学習者である大学生が英語

使用に対して自信を持つことができる可能性について調査

する． 
しかし英語習得を進めるにあたって，別の課題もある。

英語学習において学習者の英語学習に対しての考え方（ビ

リーフ）による影響が大きく，時として英語教育の質より

も本人のビリーフに学習自体が左右されることが多い．

Tenzer & Pudelko (2015)(10)は言語学習においては，かなりの

上級者でも自分の語学力に自信が持てない学習者が多いこ

とを明らかにした．上級者ほど，ネイティブスピーカーの

ような英語を目指し，自分の創り上げた理想に近づこうと

することで，逆にネイティブスピーカーとの差を感じてし

まい，英語力が上達すれば上達するほど自信を失ってしま

うというジレンマを抱える学習者が多いというのだ．第二

言語習得学においても，ネイティブスピーカーと同等の言

語力を身につける学習者は全体の 5%とも言われてきた

(Ellis, 2015 (11))．ただし最新の研究では，ネイティブスピー

カーと同等の言語力という基準は明確でない上，最近の言

語学では正確な言語を話すことでは測れないということが

明確にされている．さらに教科書のような文法が正しい英

語を使うということよりも，コミュニケーション力が言語

の能力として認められることが多く，スピーキング，リス

ニング，リーディング，ライティングの能力も様々ある

上，最近では会話力やプレゼンテーション能力なども言語

能力の一つとして認められており，文法の正確さよりも重

要視されているコミュニケーション能力の方が教育現場と

研究の両面から注目されている．さらに掘り下げると，会

話においても相槌の打ち方も言語間で違い(Okugiri, 
2002(12))，それがコミュニケーション力や会話力にもつなが

る．さらに留意しなければならないのは，ネイティブスピ

ーカーだからといって，全ての能力に長けているわけでは

ない．もっともわかりやすいのは，アカデミックライティ

ングの能力など訓練によって洗練されるスキルで，ネイテ

ィブスピーカーでも一定の教育を受け，ジャンルに適した

書き方や談話構造が求められる．よって，一般的な学習者

が理想で描くスピーキング，リスニング，リーディング，

ライティング能力をはじめとする全てのコミュニケーショ

ン能力を持ち合わせたネイティブスピーカーがどこにでも

わけではないので，ネイティブスピーカーの理想像を創り

上げ自分と比較することも，学習者の学習において，学習

の理由や動機，さらには言語使用に大きくマイナスに影響

している可能性が高い． 
ゆえにリーダーシップ教育においては，英語学習者が自

信を持ちながら英語学習をできるよう，教授法においても

慎重に考える必要がある．リーダーシップ教育で英語教育

も推進する意義は，想像上の幻のネイティブスピーカーを

目標にするのではなく，リーダーとしてチームメイトや他

の人々とのスムーズで友好的なコミュニケーション能力を

つけること，英語を使うことをポジティブに捉え，そして

他の言語を知ることで多様な価値観や考え方を知ること

が，リーダーにとって英語学習の目的になるべきである． 
多様性とその重要性については，言語学習者も教育者も他

の言語を学ぶことにおいて，言語自体の習得の他にもメリ

ットがあることに気づくべきである．McGregor (2012) (13)と

Krizman, Marian, Shook, Skoe, & Kraus (2012) (14)は，他の言

語を知ることは，他の文化を知ることにつながるので，別

の言語を学習することは多文化や多様性を知るべきリーダ

ーにとって大きなメリットであること，また多様性を受け

入れ認めることがリーダーにとって，そしてチームを運営

する上で大切な素質であることを指摘している．さらに他

の言語を学習することにより，多角的な考え方ができるよ

9 
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うになるので，リーダーとして意思決定するスキルが向上

することもメリットとしてあげている． 
これらの過去研究結果もふまえ，日本の高等教育でのリー

ダーシップ教育において，英語を使って世界の人々と繋が

り友好的でスムーズなコミュニケーションをとることやチ

ームワークにおける多様性を知ることにおいて，英語教育

が重要であるのは明白で，リンガフランカとしての英語の

多様性を学習者の自身がどのように認めながら進めていけ

るかが，今後の大学におけるリーダーシップ教育において

の課題となりそうである． 
 
2．調査方法 

 
本研究では，関東地方のある女子大学でのリーダーシッ

プ・プログラムを例に，学生がリーダーシップ教育を受け

たりやチームワークに携わる上で，英語使用や異文化理解

についてどのように捉えているか，またそれが教育効果に

どのような影響を及ぼしているのかを調査するため，アン

ケート調査を実施した． 
 

2.1 過去の調査 

  
 本研究は Okugiri (2019) (15)の継続調査の報告である．

Okugiri (2019)では，関東地方にある女子大学のリーダーシ

ッププログラムに参加してから 4 ヶ月の調査協力者 15 名の

学生による英語使用の意識調査について調査し，英語でリ

ーダーシップとチームワークのワークショップを実施する

ことで，学生の英語使用に対する意識がどのように変わっ

たかを報告した．ワークショップは集中講義として 2 日間

に渡り合計約 16 時間に渡り，教員と学生 15 名は英語のみ

を使用言語とし，教員は実際には日本語を話すことはでき

たがワークショップ中は一切使用せず，学生は教員が英語

しか話さないネイティブスピーカーと考えており，学生た

ちも日本語を使用せずに，英語のみを使って授業に参加し

積極的に意見を述べたりすることを要求された．学生は学

内でも比較的英語力が高い方で，英語のみで実施される授

業内容も十分理解でき，授業中の発言も英語で発話するこ

とができるレベルであった．ワークショップ後のアンケー

ト調査で，価値観の多様性やチームワークについての理解

は深まったが，英語の正確性を求められることが原因で英

語を使用することへの自信はさほど大きくならなかったこ

とがわかった．自分の作り上げた幻想のネイティブスピー

カーのレベルに達していないことに欲求不満を感じ，自分

の英語では自信が持てないという可能性を示唆している． 
 
2.2 本研究について 
 

本研究では Okugiri (2019)の調査から 11 ヶ月後の第 2 回目

に実施したリーダーに必要とされる英語使用における自信

と多様性の受容についてのアンケート調査を報告する．ア

ンケートに回答してくれた研究協力者は全員 Okugiri (2019)
と同様の学生である．協力者の英語の習熟度レベルの詳細

はアンケート項目に含まなかったため不明であるが，全員

が英語による授業を受けたりディスカッションをすること

ができ，英語ネイティブスピーカーと協働するインターン

シップ先で英語ネイティブともコミュニケーションを取る

ことができるレベルであった．前回から今回の調査の間に

協力者が 2 名減少したため 13 名となった．協力者は英語に

よるリーダーシッププログラムの科目を引き続き受講し

た．そこではリーダーシップに関する短い英語の文献やニ

ュースを講読し，日本人のクラスメイトと英語でディスカ

ッションする形式が取られた．Okugiri(2019)の英語の正確

性を求められると自信を無くす可能性があることを鑑み

て，今回のリーダーシップ教育では正確性ではなく伝える

姿勢に重点をおき，コミュニケーションツールとして英語

を使い，伝えようとする姿勢に焦点をあてた教育を実施し

た．そこでは日本語も使うことが許されていたが，協力者

のほとんどは英語を使用することを選んだ． 
プログラムの授業の他に協力者全員は，アフリカや東南ア

ジアなど世界中からの参加者と共に農業体験をする施設で

4 日間過ごしながらリンガフランカとしての英語を使用し

た．その他にも約 3 ヶ月に渡って日本国内で英語を主言語

として使用する NPO 法人や企業でのインターンシップに参

加し，実際にそこでのプロジェクトに関わり，英語ネイテ

ィブスピーカーと協同し，リーダーシップ，チームワー

ク，異文化理解について学んだ．インターンシップの仕事

内容は，組織により様々であったが，難民に関する法人で

ファンドレイジングや広告，HP の構成や作成などを担当し

たり，企業で海外の工場とのオンライン会議や会社内での

グループ会議などに参加し，アイデアを出したりすること

が求められた．そこでは主に英語ネイティブスピーカーと

のやりとりが求められた。ゆえに、協力者は大学内では日

本人同士で英語を使い、農業体験では母語の違うもの同士

で使うリンガフランカとしての英語を使い、インターンシ

ップでは英語ネイティブスピーカーとのコミュニケーショ

ンをとるという三つの英語使用があったということにな

る。 
以上の授業や活動が終了した後，本研究のためのアンケー

ト調査を実施した．協力者である学生には，回答によって

プログラムにおける成績には一切関係がないことが伝えら

れ，協力者に不利益のないことを伝えた．回答は協力者の

意思や考えを尊重できるよう，教員によるプレッシャーの

ないインターネット上のアンケートで，自由な時間に希望

者のみ答えられる形式にした．最終的には 1 名からの回答

はなく，12 名の協力者が回答した． 
アンケートの質問項目は以下の通りである． 

 
Q1. インターンシップで英語を使用して，英語を使うこと

への自信はつきましたか？ 
Q2. リーダーシップセミナーの授業では，日本人同士で英

語ディスカッションなどしましたが，その時の授業で英語

を使うことへの自信がつきましたか？ 
Q3. インターンシップ後，違う文化や考え方を持つ人とチ

ームで働くことに，自信が持てましたか？ 
Q4. 英語を母語としない人と話すことについて，リーダー

シッププログラムに参加する前はどのように考えていまし

たか？ 
Q5. 英語を母語としない人と英語で話すことについて，今

はどのように考えていますか？ 
 
Q1 と 2 は，英語を第一言語とする英語ネイティブスピーカ

ーとのやりとりとノンネイティブスピーカー（日本語話

者）同士での英語でのやりとりによって，協力者が英語使

用に対して自信を持てたか，またネイティブとノンネイテ

ィブが相手という二つの対照的な環境においての英語の使

用についての考え方を比較するためである． 
Q3 は，インターンシップでネイティブスピーカーと一緒

にプロジェクトを遂行するにあたって，英語を使いながら

日本人以外の人々と接することで，異文化理解を深められ

たかどうかを観察するためである．セミナー後についての
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同様の質問は，セミナーが大学内で週に一度他のリーダー

シッププログラム以外の科目とともに受講しており，机上

でのディスカッション方式で実際にプロジェクト遂行など

には関わらなかったため，事後の異文化の寛容度を計るに

は主観性が高すぎると考えられたため，質問には含まなか

った． 
Q4 と 5 はリーダーシップ教育を受ける前後での英語使用

に対する協力者の英語使用についての考え方の変化を調査

する目的である． 
 
3. 調査結果と考察 

 

この章では，本研究のアンケート調査結果のまとめと考察

を記述する． 

 

3.1 アンケート調査結果 

  
Fig. 1〜3 は Q1〜3 に対する結果である． 
Fig. 1 と 2 の結果から，英語ネイティブスピーカーと関わ

るインターンシップ後に英語を使用することへの自信がつ

いたのは，たったの 16.6%（大きな自信が持てた 1 人，少

し持てた 1 人(それぞれ 8.3%)）であった．一方，ノンネイ

ティブの学生同士でのリーダーシップセミナーの後では，

大きな自信が持てた 16.7%と少し持てた 50%の両方を合わ

せると，合計で 66.7%と高い結果が得られた．また，イン

ターンシップで英語を使用することに「前より自信がなく

なった」という学生が 16.7%（2 人）いたのに対し，日本 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1  Responses for Q1 “Are you more confident using English 

in the Internship experience with the native speakers of 
English?” (n=12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2  Responses for Q2 “Are you more confident using English 
in the seminar with your Japanese classmates?” (n=12) 

人同士で英語を使ったセミナーでは自信をなくした協力者

は 1 人もいなかった．日本人同士またはノンネイティブス

ピーカー同士で英語を話す方が，安心感があり，自分の英

語力への自信にも繋がると考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3  Responses for Q3 “Are you more confident working with 

people with different culture or background?” (n=12) 
 
 

Fig. 3 は英語でインターンシップを実施することにより，

異文化理解が深まったかどうかについての質問であり英語

の使用とは直接関係ないが，インターンシップで組織でネ

イティブスピーカーと一緒に遂行するプロジェクトに参加

することで，違う文化や考え方を持つ人と一緒に働くこと

に自信をつけた学生が顕著に多いことがわかった（33.3%
「大きな自信が持てた」（4 人），41.7%「少し持てた」（5
人））．この結果は Okugiri (2019)を支持するもので，国際的

なリーダーシップ教育を受ける中で，違う文化に触れるこ

とにより文化や考え方の多様性知り，学生は異文化に対し

て大変寛容になる可能性があることがわかった．また，こ

れが英語を使うことによって起こる現象かどうかは引き続

き調査が必要ではあるが，英語を使うことで他の文化を知

り，様々な国の人々とコミュニケーションを取る上で多様

な考え方に触れることがきっかけとなる可能性は大いにあ

る． 
ただし，Fig. 3 で特筆すべきは，8.3%が「逆に自信がなく

なった」と回答しており，実際にネイティブスピーカーや

海外の人々との直接のやりとりが，学生のチームメイトと

のコミュニケーションでの自信を失うこともあるというこ

とである．可能性の一つとして，異文化に直接触れること

により，理解しようとしても理解できないままで，周囲か

らのフォローやフィードバックがなかったのかもしれな

い．今回のデータのみでは結論づけるのに不十分であり追

跡調査が必要であるが，一つの可能性としては，インター

ンシップ先でのメンターからアドバイスを受けることが解

決策となるかもしれない．だが，メンターもネイティブス

ピーカーで学生が適切に相談することができなかったりす

る場合には，周囲のサポートも有効かもしれない． 
Q4 と 5 はリーダーシッププログラムを受講する前と受講

を始めて約 1 年半後の英語使用についての意識について問

うもので自由記述であった．その中のコメントを以下に記

述する（誤字や口語表現については回答のまま）． 
 
 

協力者番号   「 」内はコメント 
1. 「英語を母語としない人との会話でも難しいと感じて

いた．しかし英語を母語としない人と話すとき，相手

が私にもわかるように喋ってくれるので自分が思って

いたよりも話しやすかった．」 
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2. 「元々そこまで話さなかったので，お互い英語が母国

ではないのにうまく話せるのかと不安を抱いていまし

た．今は，母国語でないからこそあらたなコミュニケ

ーション手段としては良い手段となっていて，お互い

に母国語でないことで変に気を使わずに気兼ねなくコ

ミュニケーションが取れるのかなと思います．」 
3. 「今は，母国語でないからこそ新たなコミュニケーシ

ョン手段としては良い手段となっていて，お互いに母

国語でないことで変に気を使わずに気兼ねなくコミュ

ニケーションが取れるのかなと思います．それぞれの

英語のレベルが違うことや，伝えたいメッセージを相

手に伝えるために選ぶ言葉やフレーズの認識の違いに

よって誤解や理解不足が生じることはあるが，相手に

しっかり伝えようとする気持ちや相手の意見を親身に

聞こうとする姿勢は英語を使うことによって強くなっ

ていたと思う．」 
4. 「参加以前は，完璧に話さなければならない，間違っ

てはいけないなど，自分自身の英語力に対してプレッ

シャーを感じていた．でも完璧を追い求めすぎるので

はなく，今の自分の力で，自分らしく表現することも

大切だと思うようになった．」 
5. 「コミュニケーションツールの一つと思っていた．コ

ミュニケーションツールだけでなく，そこから相互理

解に繋がるツールだと思う．」 
6. 「失敗することを恐れ，避けるようにしていました．

英語を母語とする人と話すよりも，母語としない人と

の会話の方が，より自分のことを理解してくれようと

しているように感じます．」 
7. 「文法が間違っていたとしても，ネイティブではない

人と話す時は，そのような文法の間違いは多少目をつ

ぶり，会話をすることに集中しますが，多分ネイティ

ブの人であると，文法の間違いに意識がいってしま

い，対等に喋ることができないと思います．何よりも

大事に感じたことは，自国の文化知識や，自分の意見

をちゃんと持つことや相手に興味を持つことなどでし

た．いくら他国の言語が喋れたとしても，相手に伝え

たいまたは伝えなければならない”題材”がなければ，

会話は続かないし，相手に興味がなくなってしまいま

す．そうなると言語は人と人を繋げる役割を果たさな

くなると思いました．」 
8. 「きちんと伝わらないのではないかと考えていた．今

はとても楽しい．お互い努力しているのでもっと英語

を頑張ろうと思える．」 
9. 「あまり状況のイメージがわきませんでした．今まで

アメリカ人，イギリス人また英語を第一言語とする国

に長く暮らしてきた人としか話す機会がなく，いわゆ

る American English, British のアクセントが英語である

という unconscious bias が自分の中にあったように感

じます．英語と聞くと，native speaker と言われる英語

を第一言語とする人をイメージしがちだったのです

が，このプログラムを通じて，世界では英語を lingua 
franca として使っている人が大半であると知ることが

できました．また故に，発音や正確性に囚われすぎて

自分の意見を述べることを恐れてしまったり，障壁に

なるのは本当に勿体無いことであると思いました． 
10. 「とても緊張しており，英語に自信がなく不安でし

た．でも今は，間違えを恐れず積極的にコミュニケー

ションをとるように心がけている．」 
11. 「参加する前はあまりコミュニケーションが取れない

だろうなと憶測で考えていました．英語を母語としな

い人と会話することは明確に意図が通じないだろうと

考えてしまっていました．英語を通して，互いに英語

を母語としない人と話すことが難しいことではないと

考えています．今までは固定概念で決めつけてしまっ

ていましたが，一つずつ丁寧にコミュニケーションを

とることで英語を介して話すことは難しくないと考え

ています．」 
12. 「正直色々な国から来てる方が多く会話が成り立つの

かなと思っていました．あまり話してないからわから

ないんですけど，やっぱり難しいなと思ってます．」 
 
 
学生の回答からは，12 名のうち協力者 12 を除く 11 名がノ

ンネイティブスピーカーの日本人のクラスメイトとディス

カッションをする，または英語を母語としない人々と英語

を使用することによって，英語使用に対する考え方が前向

きに変化したことが明らかである．以前は英語を正確に使

い失敗を恐れたり，英語を使うこと自体に自信を持てない

ことが多かったが，プログラム内の英語使用により，英語

の正確さよりもメッセージを伝えることに集中でき，間違

いを恐れず積極的にお互いに理解しようとする姿勢を感じ

取りながら気兼ねなく英語を使用できたことがわかる．さ

らには協力者 5 においては，相互理解に繋がるとまで考え

ており，サーバントリーダーシップにおいて大切なリーダ

ーとしての素質にも気づいたようである．以上のことか

ら，ネイティブスピーカーと英語を話すのではなく，リン

ガフランカの環境で英語を使用することが，英語を使うこ

とへの自信に繋がったり，自分らしさの重要さに気づいた

り，前向きに異文化や多様性を受容する可能性が観察され

た．また，リンガフランカでの話し相手は，より自分のこ

とを理解しようとしていると感じるという興味深い記述も

ある．協力者 7 は，言語自体よりも，話す内容についての

重要性に気づく学生もいた．日本語話者同士で英語を使用

したり，リンガフランカで英語を実際に使う機会が増えた

ことによって，英語使用を前向きに捉え，多様性への寛容

性やコミュニケーションの本来の目的を見出すきっかけに

繋がると考えられる． 
 チームワークにおけるリンガフランカの英語使用が及ぼ

すコミュニケーション上の自信を調べるため，追加の調査

として，本研究の協力者とは別の大学生 20 名を対象にアン

ケート調査をした．こちらの協力者はタイの少数民族地域

を訪れ，10 日間サーバントラーニングの短期留学し，英語

を使用して現地の学生と子どものいる施設や環境問題を扱

う学校へ訪問したり，学習した内容について現地学生と共

同で英語プレゼンテーションをしたりした．短期留学が終

了した１週間後にオンラインでアンケートを実施し，同意

と共に回答を得た．20 名中半数の 10 名が回答した． 
 このアンケート調査は本研究のものではないため，詳細

の報告はここではしないが，本研究に関連する質問への回

答を抜粋する．アンケートの主な質問は，リンガフランカ

環境下での英語使用についての以下の 2 つである． 
 
 
Q6. タイで英語を話すときは英語ネイティブスピーカーと

話すときよりも気楽でしたか？また，それはどうしてだと

思いますか？ 
Q7. タイで英語を話す時は，英語ネイティブスピーカーと

話す時よりも自信をもって話すことができましたか？また

それはどうしてだと思いますか？ 
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Q6 は英語を使うことについての心理的プレッシャーについ

て，Q7 はリンガフランカ環境下で英語を使うことに対して

の自信についてである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4  Reponses for Q6 “Were you more comfortable using 

English with people in Thailand than with native speaker of 
English?” (n=10) 

 
 

Fig. 4 は Q6「タイで英語を話すときは英語ネイティブスピ

ーカーと話すときよりも気楽でしたか？」に対する回答で

ある．10 名中 6 名は「はい」と回答しており，その理由と

して「話すスピードが早すぎない．気後れしない．」「お互

いにネイティブではないので，会話の相手の言いたいこと

を汲み取ろうとしてくれる姿勢があったから．」「同じよう

なレベルだったため劣等感を感じなかった．」「お互いネイ

ティブではないから，相手も間違えることがあるため間違

えても恥ずかしくなかった．」「お互い英語は第二言語なの

で，同じようなレベルであったから．」「お互い母国語では

ないから．」といった回答であった．お互いにわかり合おう

とする姿勢や，同じ境遇であることで，心理的劣等感を感

じず，安心感が得られるようである． 
一方，「いいえ」と回答した 3 名は「英語を話すこと自体

に慣れていなかったから．」「お互いネイティブじゃないか

ら本当に言いたいことが伝わってるのか，言えてるのか不

安だった．」「英語の発音が聞き取りにくかったため．」とい

う記述であった．一つの可能性として，英語習熟度がこの

回答に影響していることが考えられる．この 10 日間の留学

には，英語習熟レベルは特に設定されておらず，経済学部

や看護学部など，今まで英語に特化した教育を受けたこと

がない学生も含まれた．ゆえに，相手が英語ネイティブス

ピーカーであろうがなかろうが，英語を話すこと自体が不

安であるのかもしれない． 
以上の結果から，英語を話す上で，一定の英語コミュニケ

ーション力があり，話す相手が自分と同程度の英語力だと

感じたり，わかり合おうとする姿勢がわかると，英語話す

ことに対しての不安感が低く，英語の習熟度が一定レベル

に達していないと緊張感が高くなるのかもしれない．ただ

し，これは協力者の英語コミュニケーション能力を測った

上でないと結論を導くことはできないため，今後さらなる

調査が必要である． 
Fig. 5 は Q7「タイで英語を話す時は，英語ネイティブスピ

ーカーと話す時よりも自信をもって話すことができました

か？」に対しての回答である．半数の 5 名のみが「はい」

と回答しているが，1 名は「ネイティブと話す時と同じ」，

そして 4 名が「いいえ」と回答している．「はい」と回答し

た 5 名の理由は，「相手もネイティブじゃないからゆっくり

考えながら話せた．」「お互いにネイティブじゃない分，汲

み取ってくれるだろうし，自分自身も相手の言いたいこと

を汲み取る姿勢があったから．」「相手もネイティブではな

いため．」「しっかり聞いてくれたし反応が良かったから．」

「お互い同じような英語のミスがあるが，頑張って聞き合

おうとしていたから．お互い同じような英語のミスがある

が，頑張って聞き合おうとしていたから．」という記述であ

った．             
 
             

 
 

 
 
 
        
3.5 研究・調査の今後 

 

 
 
 
 
Fig. 5  Responses for Q7 “Were you more confident using 
English with people in Thailand than with native speaker of 
English?” (n=10) 
 
 
 「いいえ」と回答した 4 名の記述は，「タイの生徒の英語

が流暢だったから．」「自分の英語力を他の日本人と比べた

ときに自信が持てると思わなかったから．」「話す相手がネ

イティブであるか，どうかでは，自信は変わらない．」「お

互いネイティブでないため間違っていた場合伝わらないか

ら．」という回答であった．最初の 2 つの回答から，自分の

英語力コミュニケーションをとる相手や周りの人々と自分

の英語力を比較していることがわかる． 
 いずれも結論づけるにはさらに追加の実験や調査が必要

ではあるが，このアンケート結果から，日本の学生は海外

でもリンガフランカで英語を使用する際，半数以上の学生

は英語ネイティブスピーカーと話すときよりも安心感があ

り，自信が持てることがわかった．さらに，そもそも英語

を話すこと自体に自信がなかったり，話す相手と自分の英

語力や境遇における共通点を見出すことによって安心感や

自信を得られる可能性がある． 
 
4．結言 
 
本研究の結果から、日本の大学生は英語ネイティブスピ

ーカーとコミュニケーションを取るよりも、ノンネイティ

ブスピーカーとやりとりする方が、英語使用の自信につな

がることが示唆される。学生が英語ネイティブスピーカー

と話す時、文法の正確性など過剰に気を取られ、内容を伝

えることに集中できず、心理的負担も大きいようである。

しかしリンガフランカ環境下や日本人同士で英語のコミュ

ニケーションを取る際には、学生は自分の英語力と比較し

つつも、同じ英語レベルだと感じたり相手が理解しようと

努力する姿勢に勇気づけられながら安心感を得て、前向き

に英語でのコミュニケーションに取り組めることのかもし

れない。 
女性の社会参画とともに女性のリーダーシップ教育も注

目され始め，リーダーシップ教育において，英語使用は特

 

はい                  
いいえ                 
ネイティブと同じ       
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に重要視されてはいるが，その言語教育アプローチについ

ては注意が必要だ．本研究はケーススタディではあるが，

日本の大学生がリーダーシップと英語を学ぶ上では，日本

人同士で英語コミュニケーションをとったり，リンガフラ

ンカというノンネイティブ同士のコミュニケーションを使

用することで，他の多様性を認めるだけでなく，自己の英

語の多様性に対しても寛容性を形成できる可能性が大いに

ある．英語コミュニケーション能力をパスポートに，日本

の女子学生もリーダーとして自信を持ち社会で活躍するこ

とができるよう，英語教育が貢献できるのではなかろう

か．  
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