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年間あたりの日本人 
サッカー留学者数

2000年、100人未満 

現在、1,500人以上 
(辻, 2013)



サッカー留学生(オーストラリア、ドイツ、NZ)へのアンケート調査（西条2014～）
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海外で困ったことは？（n=25）



世界を目指すサッカープレーヤー・コーチ 
のための英語力向上コース（2017年４月～@立命館大）

※ 本研究プロジェクトは、日本学術振興会による科学研究費（16H05942）の助成を受けています



本研究の位置づけ
今日、年間約1,500名以上の日本人が各国のサッカー
リーグに留学をしており、彼らを語学面からサポート
するニーズが高まっている（辻, 2013）。将来、海外
のサッカーリーグに選手もしくはコーチとして留学す
ることを目標としている日本人を対象とした言語支援
プログラムが2017年4月より立命館大学びわこくさつ
キャンパスにて実施される予定である。本発表は、そ
の予備的調査として行われたものである。CoPの枠組
みに基づいて、New comerがより自律的な学習者に移
行していくことができるか探索的に調査したものであ
る。



理論的枠組み 
(社会文化理論から見たCoP）

Learning is a social process constructed 
f r om d i f f e r en t k i nds o f soc i a l 
interaction, not through individual 
activity. That is, an individual can 
progress through zones of proximal 
development (ZPD) to more abstract 
and complex use of language in 
collaboration with ‘more capable others’.  

(Vygotsky, 1987)



CoPの概念を取り入れたGBA 

(Feez & Joyce, 2013)

autonomy and participation



方法
立命館大学言語教育センター（大阪いばらきキャンパス）が主宰する外国語コ
ミュニケーションルームで実施した（2016年10月～2017年1月）。

⽴立命館⼤大学HPよ
り



立命館大学　外国語コミュニケーションルームにおける取り組み 
「スポーツを通して英語に触れよう！」

https://www.youtube.com/watch?v=1ULWORCrZio


スケジュール
Week  Contents Phase

1 オリエンテーション

2 サッカーレク Setting context 
and building the field

3～6 英語スピーキング技法 Modeling and the deconstruction

6 サッカーレク

7～9 英語スピーキング技法 Joint construction
10 サッカーレク

11～13 英語スピーキング技法 Independent construction
14 サッカーレク

15 振り返り





分析データ

対象者 参加動機 参加回数 保有英語資格 海外経験 取得データ種別/量

T君 英語を話す機会を
持ちたい。サッ
カーが好き

全回 TOEIC 550点 あり インタビュー(3/1)

HG君 長期休みを利用し
てサッカー留学を

したい

５回 なし なし インタビュー(2/13)



インタビュー質問項⺫⽬目

インタビュー（構成的⾯面接法） サッカー留学者へのインタビュー　　　
（半構成的⾯面接法)　　

英語をスポーツを通して学ぶという活動に参
加してみてどうでしたか？ 

まずは、○○へ⾏行っての率直な感想は？

これまでの英語の学習⽅方法と⽐比べてどうでし
たか？ 

サッカー中での英語はどうですか？

参加から得たこと（楽しかったこと、有意義
だったことなど）は何ですか？ 

サッカー以外での英語はどうですか？

今後もFootball English Sessionに参加したい
ですか？その理由は？

あらためて英語に対する意識は？

今後、どのようなことをやって欲しいです
か？要望などを書いてください。

FESで学んだことで今活かせていることは？



リサーチクエッション

1: GBAによる学習指導参加者への参加と⾃自律
性に関するインタビューデータ分析（帰納法
によるコーディング分析）から、どのような
傾向が明らかになるか？

2: インタビューデータ分析から、CoPとの関
わりがどのように⽰示されるのか？

3: 教育・研究的⽰示唆



結果（H君①）
・苦手で今まで避けてきた英語でしたが、自分の大
好きなサッカーを通してだったので自然と吸収して
しまう感覚というか。やはり好きに勝るものはない
なと感じました。 

・今まであまり経験したことがないスピーキング中
心の授業だったので、最初は戸惑いと恥じらいの気
持ちがありました。しかし回数を重ねるごとに慣れ
ていき、楽しくなっていきました。

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



結果（H君②）
・とりあえず皆さん、自信を持って話していたというこ
とですかね。全然、自分が意味分からないこと言って
も、バカにするとか笑うとかそんなことなしに、誰1人
としてそんな姿勢ではなくて、みんな真剣に耳を傾けて
くれて、そういう姿勢が非常にやりやすかったです。 

・自分のウィークポイントしてシャイなところがありま
すが、参加されていた皆さんは堂々と自分を表現される
方ばかりで、その方々と共に授業に取り組む中で、苦手
であった自分を表現するということに抵抗が減ったと感
じています。

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



結果（H君③）
・授業時間に英語でコミュニケーションをとるため
に授業外の時間に英語の勉強に取り組むという好循
環のサイクルが自分の中でつくられた点が良かった
です。 

・英語習得はもちろん、アグレッシブで魅力ある素
敵な人達に出会える貴重な場でした。

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



分析結果まとめ(H君)

・HG君のコメントから、英語を話してスポーツをするコ
ミュニティーに対してNew Comerであることを⽰示す⾔言葉がみ
られた。「苦⼿手意識」、「経験がない」、「戸惑い」、「シャ
イなところ」などの表現がみられた。（グリーンで表⽰示）

・さらにコミュニティーメンバーに対して「自信を持ってい
る」、「堂々と自分を表現される方」、「アグレッシブで魅
力のある素敵な人達」のように、自分はメンバーとは違う立
場であるという意味を示す語句があった。(オレンジ⾊色で表
⽰示)

・これに対して、「自然とできる」、「慣れていき楽しくなっ



結果（T君①）
・最初は、サークルの活動として、先輩たちが来て
たんで、僕も参加しなきゃと。そんな、責任みたい
な感じで。でも、まぁ普通に楽しくなって続けて来
てました。 

・外でやるサッカー活動も好きだったし、どっちか
と言うと英会話の方も好きだったんですよ。普通の
英会話と言うよりは、pros consとかも楽しかった
し、本当に楽しかったから、行ってたというのがあ
りますね。

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



結果（T君②）
・最初の英語でのコーチングは、難しかったですね。
やっぱり日本語でも難しいし、コーチングするって言っ
たら。それを英語でやるって言ったら、自分が考えてる
のと、相手が思うこととはやっぱり差があったし、自分
の中でもハードルを上げていたというか、今はこう
「もっと気楽にやっていいよ」って言ってもらって、
もっと楽な気持ちでできるんですけど、当時はやばい
なーというか、なんかこう理想のコーチングと自分が目
指すクオリティの差もすごいあったんで、なんか
「あー」と思って。  

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



結果（T君③）
・最初は、全部台詞を暗記していって、なおかつ紙
を見てやったんですよ。そしたら、うまく行かなく
て、先生たちにもコーチング中は、見ないほうが良
いって言われて、「そりゃそうか」って思って、次
からは、相変わらず書いてたけど、全部はしなかっ
たですね。どっからどう説明していくとか、単語で
すかね、まあこう、核になる単語とか、ここ忘れた
ら説明できないなとか、だけは完全に頭に入れて
喋ってました。

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



結果（T君④）続き
・一回目やってみて、で次の週ぐらいにいっぱい直
してもらったんで、「こういう言い方もあるよ」っ
て言ってもらって、もちろんそれは生かさなきゃと
思って、最初から全部真似しようというのは無理な
んで、まあ最初は自分ができるところから、ピック
アップしていこうと思って。で、モデルコーチの方が
使っていたa little bit は使いましたね。

new comerとしての気持
ち

new comerとしての他
者への認識

周りのサポート peripheralとしての意欲



分析結果まとめ（T君）
・T君のコメントから、英語を話してスポーツをするコミュニティー
に対してNew Comerであることを⽰示す⾔言葉がみられた。「サークル活
動としての参加への義務感」、「初期のコーチング実践への戸惑い」、
「理想のコーチングとのギャップ」などの表現がみられた。（グリーン
で表⽰示）

・さらに自分のコーチング実践に関して、「修正してもらった」、
「もっとリラックスするように声をかけられた」、「英語の表現に関す
るアドバイスをもらった」、という自分の英語学習に影響を与えた要因
が分かる語句があった。(⽔水⾊色で表⽰示)

・初期の状態に対し、「サッカー活動が好き」、「普段できない
pros・consが楽しい」、「普通に楽しいから参加してた」というポジ



結果まとめ
HG君は、CRでのスピーキング活動により、サッカーレクとい
う学習コミュニティーにNew Comerであることを自覚しつつ、
参加に積極性をみせたperipheralの位置にいることがコーディン
グ分析により明確となった。 

T君は、最初は一種の義務感から参加するNew Comerであった
が、自分の好きなスポーツを通した英語学習から継続して参加す
るようになり、参加者からのサポートを得て、英語コーチングの
実践をするperipheral learnerに変容していったことが確認でき
た。 



理論的枠組み(再掲載) 
(社会文化理論から見たCoP）

Learning is a social process constructed 
f r om d i f f e r en t k i nds o f soc i a l 
interaction, not through individual 
activity. That is, an individual can 
progress through zones of proximal 
development (ZPD) to more abstract 
and complex use of language in 
collaboration with ‘more capable others’.  

(Vygotsky, 1987)



結論（教育的示唆）
・「サッカーを通じて英語学習をする」というコミュニ
ティに学習者が参加することで、学習者同志の相互作用か
ら、New comerの学習者が英語学習（特にspeaking）に
持っている苦手意識を変えていくことができる可能性があ
る。 

・CoPの観点から、４月からの研究プロジェクトに関し
て言えることは、すでに本取組を経験した学習者らが最初
からコミュニティの中に入ることで、New comersたちに
上記のように良い影響を与えることができると考える。 



You Tubeで 
「英語で楽しむサッカー」で検索！

https://www.youtube.com/watch?v=1ULWORCrZio
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Appendix



結果  HG君のカテゴリー関連図

状況

⾏行為/相互⾏行為

帰結

 <<持っていた英語への苦⼿手意識>
A) 苦⼿手意識から避けてきた英語学習(1, 2)
B) スピーキング活動への戸惑いと恥じらい(3)

認識の対象：英語(1, 2)、speaking(3)、持っていた感情：苦⼿手(1, 2)、恥
じらい(3)、感情の程度：今まで避けてきた(1, 2)、要因：経験したことが
なかった(3)、あらたな認識：興味があれば⾃自然に吸収できる(1, 2)

【FESへの参加により⽣生じた良い効果】
A) speakingへの苦⼿手意識の克服(4, 7, 14, 15, 16, 28)
B) ⾃自宅学習(5, 9, 10, 11)
C) ⼈人との出会い(8)→フィリピンへ

A)のみ
speakingへの苦⼿手意識の克服：(4, 7, 14, 15, 16, 28)
要因：回数(4), 他の受講k性の積極的な態度(7, 14, 28)、ミスを許容する態度(15, 16, 
28)
帰結：楽しくなった(4)、soeakingへの抵抗感が減った(7, 14)、やりやすくなった(15, 
16)、現地の会話にすんなり⼊入れた(28)

【留学先での経験】
A) 会話の通じなさ(21, 22)
B) 英会話への新しい認識(19, 23, 

24)

経験内容：会話の通じなさ(21, 22)
場所：タクシー内(21)、道端(22)
感情内容：苦労(21)、疑⼼心暗⿁鬼(22)
程度：⼤大(21, 22)
要因：フィリピン英語の癖(21, 22)、⾃自⾝身の英語⼒力不⾜足(21, 22)

<<⾒見出した今後の可能性>>
⽂文法 (25, 26, 27)

理由：⽂文法知識の⽋欠如(25, 26, 27)、既存の単語知識を英会話で活⽤用する
時の指標とする(26)、⽂文法知識⽋欠如の程度：⼤大(25, 26, 27)、困った出来
事：単語を⽂文にできない(26)、留学先の語学学校でも⽂文法の授業の理解
の困難 (27)、場所：⽇日本(25, 26)、海外 (27)

 <<オーセンティック教材の⾯面⽩白さ>>
A）ネイティブスピーカー特有の英語表現が学べる機会(6)
B) オーセンティック教材からしか学べない専⾨門⽤用語 (12)
C) ネイティブスピーカー特有表現の興味 (13)

オーセンティック教材の内容：講師（NS）が実際に使う英語表現(6, 12, 13)
新鮮さの度合い：⼤大(6, 12, 13)
どのような意識で参加していたか：ネイティブライクな表現を聞きたい(6, 12, 13)
fieldからの気付き：あり(12)、tenorからの気付き：なし、modeからの気付き：なし
genre structureからの気付き：なし、気づきの⽅方法：講師からの呼びかけ(6, 12, 13)



【英会話の現状（渡航後）】
- なんとかなっている場⾯面（買い物、銀⾏行、練習中、
語学学校）

- 対応が難しい場⾯面（書類英語、集団の中での英語の
聴き取り）

- 整った⼼心の準備

 <<今後の英語⼒力強化への前向きな姿勢>>
- ⾃自⼰己表現ための英語⼒力（単語⼒力）の強化（チームメ
イト、トライアル、練習後）

- 再参加への意欲（腕試し）

 <<他者との関わりから得たもの>>

- 同志との出会い（同じ⺫⽬目的の共有）
- 講師との出会い（留学チャンスへの道）

Results データ2（N君）のカテゴリー関連図

<<FESの新しいアプローチ>>

A) 英語とサッカーを同時に⾏行う事の新鮮さ
B)

【⽣生じた良い変化】
A)⽂文法は正確じゃなくてもとにかく話せば通じる (9, 

11)
B) 

状況

⾏行為/相互⾏行為

帰結

 <<今までの英語学習>>
A) 語順を少しでも間違えると☓にされ、⽂文法を気にしていた⾼高校
の英語の授業 (10)
B) 書くだけの⾼高校の授業 (22)



コンテクストと⾔言語を分析するための
フレームワーク（SFL）

(Eggins, 1994)

Context



SFLと伝統⽂文法の相互補完性(⻄西条, 
2017)

SFL 伝統⽂文法

命令⽂文 助動詞

仮定法

football coaching

助動詞

仮定法

疑問⽂文命令⽂文

不定詞
疑問⽂文

不定詞


